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神戸学院大学地域研究センターによる共同研究プロジェクト、文部科学省学術フロンティア推進事業「阪神・

淡路大震災後の地域社会との共生をめざした大学の新しい役割に関する実践的研究」は、平成 14 年度から 5

年計画で始まり、その後 3 年の研究継続が認められました。平成 21 年度は通算 8 年目、そして第 2 期 3 年間

の最後の年にあたります。すなわち本共同研究プロジェクトの心理学分野、地震・防災学分野、芸術学分野、

文化人類学分野、地域社会学分野、環境衛生学分野、地域医療薬学分野、生涯教育学分野の 8 つの分野が、8

年間の研究の総決算をする、そして研究目標に到達すべき年度でした。

個々の分野の具体的な活動については本文の記述に譲ります。ただすべての分野が延長 3 年という時間を生

かし、過去の研究成果をより深めているでしょう。とくに地域社会共生型大学モデルをどのように構築するか

は本プロジェクトの大きな目標でしたが、地域とともに実践を重ねるなかで、当初の目標に加え、「研究」そ

のもののイメージが変革されていきました。地域の人々との研究交流が深まるなかで、私たちの知見は格段に

広く、深く、言わば鍛えられました。研究成果は専門学会での研究発表や専門学術雑誌への研究論文の掲載と

いう形をとるだけでなく、より実践的な具体的事例として生みだされました。それは従来の「研究」という枠

組みを超える体験でした。また地域社会と大学がどのように連携を図ることができるかの模索的な取り組みは、

各分野の研究領域に応じた多様性を見せ、結果、地域の多くの人たちとのネットワークとして私たちの手元に

残りました。今後、私たちはこの貴重なネットワークを生かしつつ、新たな研究へと展開させたいと考えてい

ます。

　本報告書は、平成 21 年度に実施した分野ごとの活動をまとめたものです。ここからたんなる活動の報告に

とどまらない、私たちの実践的で能動的な研究を追体験していただければ幸いです。なお刊行に際して、関係

者および共同研究者、研究協力者のみなさまにご協力いただいたことを厚くお礼申し上げます。なにより、8

年間の研究プロジェクトに関わってくださった数え切れないほどの多くの方に、紙面を借りて感謝の意を表し

たいと思います。ありがとうございました。

伊 藤 　 茂

平成 21 年度研究成果報告書刊行にあたって

神戸学院大学地域研究センター

センター長
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心理学分野

1．研究組織

＜研究者＞

　　小石　寛文（神戸学院大学）

　　小山　正　（神戸学院大学）

　　清水　寛之（神戸学院大学）

　　日高　正宏（神戸学院大学）

　　山鳥　重　（神戸学院大学）

　　吉野　絹子（神戸学院大学）

＜研究協力者＞

　　石野　陽子（島根大学）

　　菊田　和代（神戸学院大学心理臨床カウンセリングセンター）

　　若林　亮　（神戸学院大学心理臨床カウンセリングセンター）

＜ RA ＞

　　光浪　睦美（神戸学院大学大学院人間文化学研究科）

2．心理学分野の研究課題

　心理学分野では、乳児期から高齢者にいたる生涯発達心理学の立場から、現代社会における多様な問題の解

決に寄与したいと考えている。特に近年、我が国において指摘され続けている少子化の問題、核家族化の問題、

高齢者や障害児（者）の問題は多様な社会状況の変化と関係しており、それぞれの現状に対する社会的・心理

学的な問題および関係する諸要因についての具体的な解決策を求める社会的要請は大きい。ますます複雑にな

るこれらの問題に対処するには、大学における専門的・学術的研究による知識や知見の蓄積に加えて、地域住

民や地域の関連諸機関・諸団体と大学とが連携して、研究および実践の協力体制をもつことが不可欠である。

　心理学分野では、地域住民への発達支援や家族支援と障害児（者）・発達遅滞に関する適応諸問題の解決と

支援を中核とする調査研究・実践的研究に焦点を当て、それに対応するべく研究体制を整えている。神戸市教

育委員会との連携により 2003 年より引き続き行っている地域の小学校への巡回相談の活動はさらに拡大し、

2006 年には巡回相談への学生ボランティアの参加が本学の履修単位として許可された。巡回相談が地域に根

を張り、若い力を吸い上げて大きく伸びてきたといえるだろう。本学と地域の結び付きが、若い力を得てさら

に強い絆を結ぶようになってきている。現役の学生にとっても、ボランティアに参加することが、将来の職業

を考える上でも大切な体験になっていると思われる。

　また、地域社会の住民の子育てや家族問題、心理適応に関する諸問題の解決を支援すべく、地域内の諸施設

や諸団体と広く所轄を越えた交流と連携を深めて、緊密な情報交換を図り、生涯発達心理学の立場から大学と

地域のネットワークを構築すること、さらに、地域社会の住民と大学との情報交換、地域住民の心理・発達的

支援体制づくり、地域のニーズとその背景にある関連諸問題の解決を目指した大学の新しい地域連携型の実践
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的研究のモデルを構築することも目指している。2007 年に心理臨床カウンセリングセンターが本学内に設置

されたが、開設から 3 年目を迎え、カウンセリングセンターの存在が周辺地域で広く認知されたこともあり、

相談者数も着実に増加している。今後も、実態調査や巡回相談、カウンセリングセンターでの相談活動などを

通して、地域への貢献を続けていく。

3．研究課題の意義

　心理学分野では、主に 2 つの側面のアプローチから大学における実践的研究を行ってきた。1 つ目のアプロ

ーチは、「大学から地域へ」である。これまで行ってきた「実態調査による学術的分析」と「施設等の現場への

大学からの専門的援助」がこれにあたる。今後は、現在実施している神戸市教育委員会の「通常の学級におけ

る LD 等への特別支援事業」に参加しているボランティア学生をさらに強化することで、大学から地域に向け

ての心理・発達支援体制を整えることができると思われる。

　2 つ目のアプローチは、「地域を大学の中へ」である。これは、大学施設の利用や情報提供の場、あるいは治

療・相談の場として、地域住民を大学内に招き入れることである。2007 年 10 月、本学に心理臨床カウンセリ

ングセンターが開設されたことにより、地域住民の子育て支援や心理相談を必要としている人々への支援、母

親の集まりの場の提供、学生と赤ちゃんの交流の場を作るなど、カウンセリングセンターを中心とした大学内

での様々なアプローチが可能となった。また、シンポジウムや研究講演会等を開催し、様々な講演者を招いた

多方面からの情報提供を行うことによって、地域住民への専門知識の還元ができると共に、地域住民の要望や

期待などの生の声を聞くことができると考えている。

4．心理学分野における研究成果の報告

（1）実態調査に対する学術的分析

「教員からみた子どもの成長・発達に関する調査研究」

日本教育心理学会第 51 回総会（2009 年 9 月）で、以下の発表を行った。

■題　目

　①「教員からみた子どもの成長・発達に関する諸問題（17）―子どもの将来像及び期待像に関する自由記述

反応の下位分類―」

図１　心理学分野の研究課題
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　②「教員からみた子どもの成長・発達に関する諸問題（18）―子どもを取り巻くリスク認知の教員と大学生   

　の比較―」

　③「教員からみた子どもの成長・発達に関する諸問題（19）―教員役割達成感と教員の罪障感―」

■報告者

　清水　寛之（神戸学院大学）

　吉野　絹子（神戸学院大学）

　石野　陽子（島根大学）

　若林　亮　（神戸学院大学心理臨床カウンセリングセンター）

■全体的な研究の目的

　　教員や保護者を対象に、子ども達の成長・発達にとって現在何が求められているのか、子どもたちやその

生活環境に関する意識を総合的に調査すること。

　

■方　法

調査対象：京阪神地区の幼稚園・保育園、小・中・高校に勤務する現職の教員・保育士。

調査方法： 質問紙法による。教育委員会など関係機関の協力を得て約 1000 部の調査用紙を学校単位で配布

                  し、郵送によって回収。回収部数 915 部、有効調査部数 903 部。

　 調査時期：2004 年 8 月

■結果と考察

①「教員からみた子どもの成長・発達に関する諸問題（17）―子どもの将来像及び期待像に関する自由記述反

応の下位分類―」

　教師が将来の子どもたちに対してどのようなイメージを抱いているのか、さらにどのような人になってもら

いたいと考えているのかについて検討するために、（1）これから将来の子どもたちの全体的な特徴をどのよう

にとらえているのかについて（将来像）、（2）将来にどのような人になってもらいたいかについて（期待像）、

漠然としたイメージで構わないので自由に記述するよう求めた。現在の勤務先が小学校または中学校の教員（全

807 名）のみを対象として分析したところ、将来像の自由記述は、①肯定的反応、②否定的反応、③中立反応

の 3 つに分類された。さらに、肯定的反応と否定的反応、及び期待像に関する記述反応のそれぞれについて、

図２　小中学校教員による子どもの将来像及び期待像に関する自由記述反応の下位分類
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内容的に 7 つの下位カテゴリー（①学習・認知、②社会・集団・対人・適応、③コミュニケーション、④感情・

情緒、⑤忍耐・自制・積極性、⑥健康・体力・スポーツ、⑦その他）に分類した。

　分析対象者 807 名のうち、将来像に関する肯定的反応を含んでいた者は 3.8％、否定的反応を含んでいた者

は 43.4%、中立反応を含んでいた者は 19.3%、無反応であった者は 35.2%であった。全体として、小中学校教

員は子どもの将来像について否定的イメージをもっている者が圧倒的に多いことが分かる。

　続いて、子どもの将来像に関する肯定的反応と否定的反応及び今後期待される子どものイメージについて内

容別に下位分類を行った（図 2）。その結果、将来像の肯定的反応については下位カテゴリーの違いは顕著では

なかったが、将来像の否定的反応については、「忍耐・自制・積極性」（14.6%）と「社会・集団・対人・適応」（9.7%）

に関連した反応が比較的多くみられた。期待像に関しては、将来像における否定的反応にみられる不安を反映

して、対人関係スキルや学力の向上、感情面の豊かさに関する期待が高かった。

②「教員からみた子どもの成長・発達に関する諸問題（18）―子どもを取り巻くリスク認知の教員と大学生の

   比較―」

　

子どもを取り巻くリスク認知について教員

と大学生を比較するために、教員では「①こ

れまで担当してきた子どもたち（過去）」と「②

将来の子どもたち（未来）」、学生では「①自

分自身の小学生時代」と「②自分の将来の子

ども」のそれぞれがどのようなリスクに出会

ったか、また出会う可能性があるかを、子ど

もたちが出会うリスクに関する 24 項目につい

て「全くなかった（ない）」~「非常によくあ

った（ある）」の 5 段階評定で回答を求めた（分

析に際しては、1~5 点に得点化して整理）。

　24 項目は、「家庭の問題」、「子どもの能力

不足」、「子どもの問題行動」、「学校・教員の

問題」の 4 領域から成る。未来のリスクに対

する教員と学生の得点を比較した結果を図 3

に示す。分析の結果、以下のような結果が得

られた。1）どの項目においても、教員・学生

ともに過去においてよりも未来においてより

大きなリスクがあると認知されている。2）過

去における上位 10 項目では、教員は「家庭の問題」と「子どもの能力不足」の項目のみが取り上げられてい

るが、学生ではそれ以外に「学校・教員の問題（“ 先生の指導力不足 ”、“ 学級崩壊 ”、“ 先生のいじめや暴力 ”）」

や「子どもの問題行動（“ 子どもの非行 ”）」も挙がっており、教員に比べてより広い範囲の問題が懸念されて

いた。このような結果から、教員は子どものリスクとして過去・未来ともに「家庭の問題」と「子どもの能力

不足」を強く問題視するが、その反面、「学校・教員への問題」については学生に比べて危機意識が低いように

思われる。また、学生は、“ 子ども同士のいじめ ”、“ 先生のいじめや暴力 ”、“ 先生のセクハラ ” といったもの

に対して、教員よりも強い懸念を表明していた。学生と教員の立場の違いによるリスクの認知のずれは、現実

の教育の場でのいじめや暴力の有無の認知ともかかわってくる可能性があるため、より深い検討が必要だと思

われる。

図３　将来のリスクに対する教員と学生の比較
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③「教員からみた子どもの成長・発達に関する諸問題（19）―教員役割達成感と教員の罪障感―」

　教員が職場の子どもに対して抱く罪障感と教員の役割に関する達成感との関連を検討するために以下の質問

紙に回答を求めた。①教育対象の年齢層：今までの教育経験の中で主にかかわったと考えている教育対象につ

いて「保育園児・幼稚園児・小学生低学年・小学生高学年・中学生・高校生」の選択肢から選択。②教員の罪

障感：教員の罪障感を尋ねる項目 22 項目（石野，2005）に「とても思う（5 点）」~「全く思わない（1 点）」

の 5 段階で評定。③教員の役割に関する達成感（「教員役割達成感」）：母親の役割に関する達成感についての

尺度（母役割達成感尺度；土肥ら，1990）を一部変更し、「よくあてはまる（5 点）」~「全くあてはまらない（1

点）」の 5 段階で評定。

　全調査対象者の教員役割達成感は平均 3.67（範囲 1.9-5.0、SD.50）であった。また、幼稚園・保育園 4.12

（SD.48）、小学低学年 3.75（SD.48）、小学高学年 3.63（SD.49）、中学 3.59（SD.46）、高校 3.52（SD.56）で

あり、幼保園、小学低学年、小学高学年で有意差がみられた（p<.01）。続いて、教員役割達成感得点の高低が

教員の罪障感に関係するかを分析したところ、役割達成感が高い者ほど罪障感が高いという結果が得られた（表

1）。母親の場合では、母親罪障感喚起後に向社会的行動が現れ、一定の満足感、達成感を得るとされているが（石

野，2006）、教員も同様であるか検討したい。

（2）神戸市教育委員会「特別支援事業（巡回相談）」への参加・取り組み

　生活場面や教育場面で様々な困難や問題を抱えた子どもたちの支援のために、神戸市教育委員会との連携に

よる神戸市立小学校への巡回相談を、人間心理学科の 5 教員および本校派遣学生が行っている。その活動内容

は、授業参観および個別教育指導に関する助言・示唆、および教員に対する講習会などである。2009 年度は

表 2 に示すような巡回相談等を行った。

表１　教員役割達成感の高低と教員の罪障感
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（3）シンポジウム

2010 年 1 月 23 日、「特別支援教育における言語・コミュニケーションの支援―臨床発達心理学からのアプ

ローチ―」というテーマで、特別支援に携わるシンポジストと指定討論者の先生をお招きし、様々な情報の提

供と多くの有益な示唆をいただいた。現職の教員をはじめ多くの聴講者にお集まりいただき、活発な意見交換

がなされた。

　

　■テーマ

　　「特別支援教育における言語・コミュニケーションの支援―臨床発達心理学からの

アプローチ―」　

　■シンポジストと題目

　　　安達セツ子　先生（兵庫県立特別支援教育センター指導主事）

表２　神戸市・明石市教育委員会特別支援課依頼による巡回相談（2009.1 ～ 2010.2）
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　　　　「特別支援教育における言語・コミュニケーション支援」

　　　宮澤　賢二　先生（兵庫県立いなみ野特別支援学校支援部教諭）

　　　　「自閉症児へのコミュニケーション指導」

　　　廣嶌　忍　先生（岐阜大学教育学部准教授）

　　　　「吃音のある子どもの自己のとらえ方と支援」

　■指定討論者

　　　泰野　悦子　先生（白百合女子大学文学部教授）

　■司　会

　　　小山　正　先生（神戸学院大学人文学部教授）

写真１　シンポジウムの様子

写真２　安達セツ子先生

写真３　宮澤賢二先生

写真４　廣嶌　忍先生

写真５　秦野悦子先生

写真６　小山　正先生
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（4）研究講演会

　2009 年 12 月 2 日と 12 月 21 日の 2 回にわたり、研究講演会を開催した。「臨床現場での心理的サポート

のあり方」というメインテーマで、医療、臨床、特別支援教育の各領域の先生にご講演いただき、それぞれの

臨床現場において心理学がどのように支援に活かされ、今後発展していくのかに関する有益な示唆をいただい

た。

■テーマ

　　「臨床現場での心理的サポートのあり方」　

　■講演者と題目

　　小久保香江　先生（森之宮病院）

　　　「脳とこころの関係　~ 前頭葉－皮質下神経回路損傷と認知・行動障害 ~」

　　難波　愛　先生（環太平洋大学）

　　　「スクールカウンセラーの活動から見えてきたこと　―学校コミュニティにおいて

個人を大切にすること―」

　　道城　裕貴　先生（上越教育大学）

　　　「学校現場における特別な支援を必要とする子ども達へのサポート」

　■司　会

　　　吉野　絹子　先生（神戸学院大学人文学部教授）

写真７　研究講演会の様子
写真８　小久保香江先生

写真９　難波　愛先生 写真 10　道城裕貴先生



   分野別年度活動報告

17

5．心理臨床カウンセリングセンターにおける活動報告

（1）相談活動実績（2009.4.1 ～ 2009.12.31）

2009 年度（※ 2009 年 12 月 31 日まで）のインテーク（初回）面接回数、継続面接ならびに総面接回数を

図 4 に示す。インテーク面接回数は 41 回、継続面接回数は 390 回、総面接回数は 431 回であり、2008 年度

の各面接回数とほぼ同様となっている。カウンセリングセンターの開設から 3 年目を迎え、毎月コンスタント

にインテーク面接が入っているという状況である。インテーク面接の男女比をみると女性の相談者が多く、全

体の 8 割となっている（図 5）。インテーク面接に訪れた年齢層は 20 代、30 代が最も多く、次いで 10 代が多

くなっている（図 6）。10 代未満から 60 代以降まで幅広い年代の相談者が来所しており、ホームページやパン

フレットを見て新規に来所するケースが多い。また、各関係機関との連携が進んだこともあり、紹介されて来

所する相談者も増えてきている。

図４　インテーク面接，継続面接および総面接回数（回）

図５　インテーク面接の男女比（％）

図６　インテーク面接の年齢層（人）
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次に、インテーク面接時の相談内容を「子どもに関すること」と「大人に関すること」に分けて記す（図 7、図 8）。

子どもに関する相談では、「心身症」、「非行、暴力、盗癖などの反社会的行動」、「情緒の問題」、「発達の問題」

といった相談内容が多く、「不登校 ( 園 )・渋り」がそれに続く。大人に関する相談では、「家族関係」や「社会

場面での人間関係」が最も多く、人間関係に悩む人が多いことがうかがえる。また、大人も子どもも「心身症」

の相談が多い。心身症とは、身体疾患の中でその発症や経過に心理社会的因子が密接に関与し、器質的ないし

機能的障害が認められる病態を指し、例として胃・十二指腸潰瘍、過敏性大腸症候群、気管支ぜんそく、本態

性高血圧症、心筋梗塞、偏頭痛など多数の疾患が挙げられる。子どもにおいても大人においても心身症に関す

る相談があったことから、これらの症状は年齢に関係なく現れると言えるだろう。

（2）フォーラム

　2009 年 7 月 11 日に「神戸学院大学人間文化学研究科　心理学専攻　臨床心理士第一種指定校　指定記念フ

ォーラム」を開催した。神戸学院大学大学院人間文化学研究科の研究科長、伊藤茂教授の挨拶後、「地域に根ざ

す心理臨床」をメインテーマに、本学の臨床心理士を所有する教員 5 名が講演を行った。フォーラムには多く

の教員、学生が参加し、臨床心理士が果たす役割やその活躍の場に関する講演に熱心に耳を傾けていた。

■テーマ

　　「地域に根ざす心理臨床」

図７　インテーク面接時の相談内容の分類（子どもに関すること）（件）

図８　インテーク面接時の相談内容の分類（大人に関すること）（件）
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　■講演者と題目

　　小山　正　先生（神戸学院大学人文学部教授）

　　　「障害のある子どもの発達と心理臨床」

　　石﨑　淳一　先生（神戸学院大学人文学部准教授）

　　　「学校教育と臨床心理士の役割」

　　前田　志壽代　先生（神戸学院大学人文学部講師）

　　　「医療における臨床心理士の業務と役割」

　　長谷川千洋　先生（神戸学院大学人文学部准教授）

　　　「高齢者心理の理解と支援」

　　土井　昌子　先生（神戸学院大学人文学部准教授）

　　　「産業界における臨床心理の役割」

　■司　会

　　　日高　正宏　先生（神戸学院大学人文学部教授）

　　　　　　

写真 11　フォーラムの様子１ 写真 12　フォーラムの様子２
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地震・防災学分野

                          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水本　浩典・大塚　成昭

2009 年度の目標

　2007 年度から３年計画で継続した神戸学院大学地域研究センター（以下、「地域研究センター」と略す）を

中核とした「地域との『共生』を目指」した研究の最終年度が 2009 年度である。

2009 年度の地震・防災学分野の活動方針を以下に提示しながら、具体的活動について概略を提示しつつ、

検証していきたい。

地震・防災学分野のなかでも、水本が中心になって運営する避難所研究班は、以下の目標を掲げて 2009 年

度の活動を実施することにした。

(1) 震災資料の収集と保存の活動

1995 年１月 17 日に発生した兵庫県南部地震がもたらした阪神・淡路大震災（以下、「震災」と略す）

から 14 年以上経過した 2009 年現在、震災の記憶も震災関係資料なども、その存在そのものが忘却の彼

方に入っていく歴史的な位置づけに近づいている。そのため、震災資料の収集と保存についても、年々、

困難な状況が生じていると感じている。そのなかにあって、2009 年度も震災阪神震災資料のうち、避難

所に直接関連する資料の発見と保存について、地域の諸団体と密接な連携を図りながら行うことを活動方

針とした。

(2) 地域と大学との信頼関係の強化に繋がる活動

　2002 年度から開始した地域研究センターの各分野が実施した「地域との『共生』を目指」した諸研究

活動は、それぞれの分野で一定の成果を挙げつつあるが、８つの分野が共通して取り組む方法論を見出し

得ていないのが実情である。そのなかにあって、地震・防災学分野では、活動の大きな方針に、「地域と

大学との信頼関係の強化」を目標に掲げて活動する方針を継続して設定した。

　2007 年度・2008 年度と２年間の活動の検証から、地域のなかで大学が中核となって活動するための環

境整備の前提条件として、「地域と大学との信頼関係の強化」が非常に重要な要素になるとの認識を深めて

いるためである。

(3) 地域に活動拠点を構築

　双方向での活動を実現することが、大学が「地域社会との『共生』」を実現する具体的な方策であることは、

申請時の計画に掲出してある。2009 年度は、過去 7 年（当初の５年間及び今回継続申請の１・２年を合算）

の活動成果を踏まえて、地域内に大学の活動拠点を設営する計画を実現するための活動を実施する。

　大塚を中心とした地震関連情報研究班は、大学から地域への発信方法を模索する活動を継続して実施した。

(1) 六甲地域における地殻変動連続観測

      　地震関連情報として地域における地殻活動をモニターする必要がある。その一つとして従来から行って

　　きた地殻変動の連続観測を維持している。
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(2)Web 上に開設した地震情報発信サイト「まなず相談室」の本格的運用開始

　　多岐・複雑な要素を持つ地震関連情報を、地域社会の不特定多数の Web 閲覧者に発信することを考えて

構築した「なまず相談室」は、単なる大学からの一方的な情報発信ツールではなく、大学と地域とが双方

向で情報をやりとりできることを実現したいと考えている。そのため、ややもすれば、大学側が専門的な

学術的情報を発信する傾向があるのに対して、地域からの大学への発信される情報はかみ合わない事例が

多い。その方向性の齟齬を解消することを、2009 年度の課題として設定した。

(3) 地域に発信する地震関連情報の取捨選択と加工に関する基準策定

　　地域が必要とする地震関連情報は何かということを的確にキャッチする方法を模索するとともに、学術

的な地震関連情報の難解なファクターを如何に地域に円滑に提供できる情報に加工するか、その基準をど

のように設定するかを模索する必要を感じており、本年度の活動の大きな柱とした。

１．避難所研究班の活動報告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 水 本　 浩 典 		
(1) 震災資料の収集と保存の活動

　

　①震災関連聞き取り調査

　　2008 年度から開始した、震災時に神戸市を復興支援事業と銘打って支援した自治労の活動に関する聞

き取り調査を実施した。2008 年度に自治労長野の地方自治体職員に対する聞き取り調査を踏まえて、2009

年度は自治労中央本部当時執行役員への聞き取り調査を実現できた。

　この聞き取り調査によって、長田区役所内「人・街・ながた震災資料室」所蔵自治労中央本部資料を補完

　する詳細な聞き取りデータを収集することができた。一連の聞き取り調査データは、地方自治体職員やその

　関係者であるため、守秘義務の関係や関連諸団体との関係上、30 年完全非公開、50 年の権利関係消滅を待っ

　て公開することを前提に、テープの文字起こし版を保存することになっている。　

　　なお、自治労長野に対する聞き取り調査の際と同様に、調査活動の概要と内容をまとめる作業の了承を、　

　聞き取り対象者から事前に得ているため、別途、報告書をまとめる予定である。

②淡路島北部地域における震災資料調査及び聞き取り調査

　　兵庫県南部地震の震源地は淡路島北部と特定されている。当然に、淡路島北部も激震にみまわれ甚大な　

　被害を出した地域である。2004 年度に一度調査を実施した経緯はあるが、その後は途絶していた。本年度

　初めて本格的な淡路島北部地域の震災資料調査が実施できた。しかし、この地域も平成の大合併の影響で当

　時の町はすでに淡路市に合併されており、新市役所及び教育委員会に震災資料の存否を打診してもほとんど

　不明という反応しか返ってこない状態であった。

たまたま水本ゼミの４年生が淡路市津名町（旧津名町）の出身であり、卒業論文テーマに震災資料を扱う

ことになったことから、淡路島北部の震災資料について本格的な調査を実施できることになった。野島小学

校や育波小学校など 2009 年度で廃校になる小学校に残存している震災資料などの調査を実施できた。また、

当時の関係者などの聞き取り調査を 10 数名実施し、テープの文字起こし版を作成できた。

その結果をもとに、淡路島北部の震災資料の現状についてコメントしておきたい。

　・ 既に平成の広域合併の結果、現在の自治体はほとんど震災資料の存否について正確な情報を継承していな

い。早くに廃校になり統合された中学校に存在したと予測される震災資料は所在不明であった。教育委員

会も震災資料の現状をほとんど把握していないのが実情であった。

　・かろうじて小学校において震災資料を発見することができた。これは、退職間もない校長が震災体験を持

っていたため、震災資料の存在場所などを記憶しており、その指摘した場所（校長室または校長室文書保
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管庫）で発見することができた。

　・ 地域の関係者に対する聞き取り調査は、地元関係者である水本ゼミ４年生が紐帯となって円滑に実施でき

た。しかし、地元関係者以外の水本が直接実施する方式は困難を伴い、地域性と信頼関係の希薄さが原因

であろうと推測している

(2) 地域と大学との信頼関係の強化に繋がる活動

①地域の商店街との連携による活動

ａ．神戸市大正筋商店街夜店祭りへの参加

　　　2008 年度から、神戸市長田区大正筋商店街夜店祭りへの参加を要請された。2009 年度も引き続き参加

　　を要請された。前年度に実施結果、さまざまなノウハウを集積することができているため、2009 年度は

　　学生たちが主体となって、４つのブースを設定した。

　　　前年度に参加した経験から、「夜店祭り」と銘打って実施する商店街のイベントであるが、統一したイメ

　　ージカラーやコンセプトも明確でないため、あまり活気ある夜店祭りではなかった。学生たちは、前年度

　　参加の経験を継承して、「子どもたちが楽しめる」夜店祭り企画を統一したコンセプトに据えて、具体的な

　　プランを練った。その結果、地域の子どもたちが多く集まり、非常に好評であった。終了期限を超えても、

　　まだ子どもたちが解散しないといった、うれしい状況が商店街に出現した。

　　以上のことから、以下のような連携・参画に関する大学側の注意点を抽出できた。

　　・既に実施している地域のイベントに参加する際は、地域が推進する企画に協力する姿勢の保持が大切で

ある。

　　・既設定の企画の不足部分などを補完する部分を大学側が実施することによって、地域との競合や軋轢を

生むことなく、円滑に連携・参加することができる。

　　・学生を主体にした連携・参加の方が、教員が主導する場合より、より円滑に地域社会との連携・参加の

効果をあげることができる。

　b． 神戸市六間道商店街「潮汲み夏祭り」への参加

　2008 年度に要請された「潮汲み夏祭り」への参加を、本年度も継続して参加要請をされた。このイベ

ントは、神戸市長田区にある六間道商店街（震災の際に多くの商店街が焼失したなかにあって、焼失を免

れた商店街の一つ）が、長年にわたって鳴門市の阿波踊り団体である「うずしお連」を招聘してのイベン

トである。このイベントも、前年度に既に参加しているため、商店街や地域との連携も円滑に準備できる

とともに、「神戸学院大学」が参加しているということも地域の共通認識になりつつあり、連携も大きな成

果をあげることができた。

　　　継続して、学生を中心した参加が可能な状況を見極めた商店街側からの要望で、2010 年度の実施方法

　　を検討する会議に、学生たちが参加するなど、より充実した連携活動に発展する状況が生まれている。

　　この地域におけるイベントに参加した経験を検証すると、以下の諸点をあげることができる。

　　・地域社会だけでは、従来からの商店街活性化活動も継続することがやっとという現状であり、より魅力

　　　あるイベントに発展させる余力を持ち得ない状況のなかで、大学の参加は、その発展への展望を開く契

　　　機に成り得る。

　　・ここでも、教員による理論的な提言や主導的な役割は、地域からは期待されておらず、学生による参加

　       や連携を協働でやることを希望している点が重要なファクターであることが判明している。

　c．  ふたば町の文化祭への参加

　昨年度に続いて、本年度も旧二葉小学校を会場とした「ふたば　町の文化祭」へ参加を要請され、水本

及び水本ゼミの活動を中心に展示を行った。本年度は、震災資料調査や避難所資料調査などの展示に加え

て、地域におけるさまざまな活動について、学生を中心とした活動をメインテーマに展示を行った。既に、
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地域において十分な認識を得ている水本ゼミ学生の活動に関する展示は、会場を訪れた多くの地域の方々

とのより深い信頼関係構築に寄与したと評価している。

②長田区役所の活動と連携した活動

a.   神戸市長田区役所主催「はなみづき祭り」への参加

　　2008 年度に参加を要請された神戸市長田区役所主催「はなみずき祭り」は、2009 年度も継続して連携

協力を要請された。区民が楽しみにしている「はなみずき（はなみずきは、長田区が指定する区花）祭り」は、

例年多くの区民が参加し、単なる「お祭り」ではなく、区民と区役所との紐帯を強化するための試みであ

る。昨年初めて参加した水本及び水本が指導するゼミ生の活躍は、長田区役所から高い評価を受け、2008

年度も継続して参加を要請された。この行事に参加したことが、大学と神戸市長田区及び行政組織である

長田区役所を連携・協力によって結びつける契機になったと判断している。

　b．旧二葉小学校「ありがとう　二葉小学校」思い出のイベントへの参加

　　　2010 年３月をもって、旧二葉小学校としての建物は改修工事に入り、2010 年 11 月には、装いも新た

　に地域交流の中核センターとして蘇ることになった。長田区役所と水本の協議の結果、改修工事が開始さ

　れる直前の 2010 年２月に、地域の方々と旧二葉小学校に対する「お別れの会」を開催することが決まった。

　　　２月 14 日に開催された「お別れの会」では、水本ゼミの学生たちもスタッフとして運営に参加するなど、

　地域における旧二葉小学校の 67 年間にわたる蓄積と中核教育機関としての実績をまざまざと認識するこ  

　とができる貴重な機会になった。

　c．  旧二葉小学校郷土資料室民俗資料の神戸学院大学への寄託

　　旧二葉小学校に放置されたままになっていた旧二葉小学校郷土資料室民俗資料を神戸学院大学に寄託と

いうかたちで受け入れた。これは、郷土資料室民俗資料が地域の寄贈品で構成されているが、既に 50 年

以上経過しており権利関係がほとんど不明な状況にあって、統廃合した駒ケ林小学校が施設の関係から継

承することが困難であり、神戸市教育委員会・長田区役所なども引き取ることが困難である状況下で、水

本が相談を受けて、神戸学院大学への寄託という形態での受け入れを実現した。

③神戸市役所の活動と連携した活動

　ａ．神戸市保健福祉局人権推進課主催「震災体験を子どもたちに伝える『メッセージ運動』」への参加・協力

　　 2004 年度から参加を要請された「メッセージ運動」も、既に５年間継続的に参加・協力してきている。

震災 10 年目の 2005 年度から 2015 年までの 10 年間継続的に実施することを神戸市が立案・実施してい

るのが、この「メッセージ運動」である。

　その間、震災体験を持つ世代の減少は年々顕著になり、震災の記憶も次第に霧散していく状況にあるこ

とも事実である。そのなかにあって、５年目の 2009 年度は継続の危機にある年でもあった。

　何度にもわたる協議を行ったが、行政側からは次第に関心が薄れていく「メッセージ運動」にどのよう

に取り組むべきか、模索が続いた。そのなかにあって、人権推進課からの要請を受けて、神戸市消防局が

保管していた地震直後の消防活動に関する 4500 枚にのぼる写真を中心にした展示に対する取り組むが、

神戸市民の大きな関心を呼び、「メッセージ運動」へも再度、高い関心と参加の意欲が示されたことは、非

常に示唆的であった。

・ このような活動から判明したことは、神戸市市民の間で震災への「思い」が薄れたり関心が消失しつつあ

るのでなく、神戸市民の震災への「思い」にアピールする方法が、マンネリ化したりすれ違いであったが

ための現象であったのではないかということを浮き彫りにした。

・ 企画しては非常に魅力的な「メッセージ運動」を、市民・地域と、学校・子どもたちとを紐帯する本来的

な役割を、より強固なものにする努力が必要であることを痛感させられた。
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・   「メッセージ運動」の担い手として、震災を知らない学生たちの役割が重要になることを、2009 年度の「メ

ッセージ運動」への参加から認識できた。

　b．神戸市消防局保管震災写真の展示への協力

　　震災 15 年にあたる 2010 年１月 17 日に神戸市消防局が保管していた非公開写真約 4500 枚の展示の可

能性について、水本が打診を受け、消防局総務課との協議の結果、水本ゼミ学生が参加して写真選定作業

を実施し、神戸市役所１号館２階の市民ギャラリーにおいて展示を実現した。

　　 地震直後にレスキュー隊が被害建物に取り残された被災者の救出をしている写真や地震直後から発火・

火災の発生・延焼とアリルタイムで震災の甚大な被害のなかで消防士たちが活動する生々しい写真がほと

んどであった。この 4500 枚の写真を、震災をほとんど知らない学生たちが自分たちの思いで選定・分類

を行い、その作業に参加した「思い」をパネルに表現して、市民ギャラリーでの展示を実現した。

　　 １月 17 日から１週間の展示開催中に、1 万５千人を超える市民が写真展示の前を訪れた（神戸市役所１

号館２階に設定された市民ギャラリーの企画展示で最大の閲覧者数を記録した）。その多くの市民が、震災

そのものを 15 年たった現在、再度、思い起こし記憶を新たにし、震災を深く考える機会になったと、非

常に好評な展示になった。

　　　この企画に連携しながら参加した経験から、以下のようなことが提起できる。

　　・震災資料や震災写真は、まだまだ被災者にとっては生々しい記憶であり現実である。単に、15 年を経過

した歴史資料として取り扱うことができない「生きた」資料であることを痛感することができた。

　　・訪れた市民の多くが、震災を深く「思い起こし」、記憶を辿れる場所を切望している事実が判明した。神

戸市や兵庫県は、震災を契機に将来の大規模災害に対する教訓としての意味づけに重点を置いた施策を

実施している（代表的な事例が、人と防災未来センターの展示がそうである）。しかし、被災した市民の

なかには、震災という「痛手」、震災という「被害」、震災という「悲しみ」を共有できる場所・施設を

切望していることがわかった。

　　今後、避難所研究班のような活動が、地域との「共生」を目指す一助となるための示唆を得ることがで

きたと考えている。また、震災体験を共有していない学生たちも、震災資料を紐帯として地域と連携でき

るということを証明できたことも重要である。

(3) 地域に活動拠点を構築する試み

　地震・防災学分野の当初計画設定のなかに、地域での活動拠点を構築することを課題として設定していた。 

どのような形態で地域での活動拠点を設定したらいいのか、さまざまな活動を通じて模索してきたのが実情

である。単なる大学のラボとしての設定が、ほとんど地域との連携という点では失敗しているのが実情であ

る。大阪や阪神間に設定されたものは、大学の出張窓口としての役割をになったラボであり、大学キャンパ

スの拡大である。そこには、まったく地域との連携や参画といった設定は皆無といっていい。

　　そのようななかにあって、神戸市長田区役所と地域のなかに活動拠点を設定することを実現するための協

議を行ってきた。避難所研究班の活動の一環として、神戸市長田区にある旧二葉小学校施設の将来的な活用

方法を検討する会議に水本が参加していた実績や、旧二葉小学校で開催された「ふたば　町の文化祭」に水

本及び水本ゼミの学生たちが参加して、展示活動を通じて、地域との交流を深めている状況などを踏まえて、

旧二葉小学校の施設内に地域との連携拠点になる「神戸学院大学地域研究センター長田（仮称）」の設定が実

現する運びになった。

　　これは、行政サイドである神戸市長田区役所と地域社会のなかのさまざまな団体（婦人会、NPO 法人なが

た TMO、神戸市ふれあいのまちづくり協議会、旧二葉小学校活用委員会、大正筋商店街、駒ケ林小学校など）

との連携や参加実績を前提に実現する、地域と大学が「共生」する紐帯を担う拠点としての性格を付与され

た場所になるはずである。

　　既に、各諸団体に対しては神戸学院大学が地域との連携を前提とした拠点を旧二葉小学校施設内に設定す
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ることを長田区役所を通じて提示し、賛同と協力の了承を得ている。

　　それにともなって、旧二葉小学校内に開設されていた「郷土資料室」の品々（戦前に地域の人々が教材と

して寄贈した品々で成り立っている）を、一旦、神戸学院大学に寄託することが決定され、2010 年３月に

大学への搬送と保管が行われた。将来の連携活動の重要な結節点を担う品々であり、地域と大学が「共生」

への第一歩を実現した確かな礎になると期待している。

(4)「地域との『共生』を目指す」活動と、大学の「学び」を結合する試み

  a.   震災資料研究会の活動

　2007 年度に初めて開始した避難所研究班の活動の結果収集した震災資料をベースに、震災資料整理の

方法や震災資料を個々に読み解く作業を、水本及び水本ゼミ学生・院生と開始した。この勉強会は 2008

　　年度も継続して、週１回のペースで実施した。避難所研究班の活動が主に水本一人が単独・孤立的に実施

　　しなければならない環境のなかで、水本ゼミの学生や院生が、積極的に震災資料の重要性や震災資料の整

　　理方法などについて、勉強会を開催しディスカッションや検討の結果を基に、卒論や修士論文などにまと

　　めるなどの活動を行ったことは、大学と地域とが双方向で『共生』を目指す具体的なあり方の一つの実現

　　であると判断している。

　　　2010 年３月に開催された神戸学院大学人文学会で、大学院１年生、林田怜菜長田区役所内「人・街・

　　ながた震災資料室」所蔵の自治労中央本部資料の整理活動について報告をした。学部生の時から避難所研

　　究班の活動に参加し、長田区役所との信頼関係を深めた成果の一つであると評価している。

　 b．震災資料研究展示を「人・街・ながた震災資料室」との協働で開催

　　  2008 年度も実施した、水本及び水本ゼミが継続している震災資料に関するアプローチの成果を、2009 

　　年 11 月に開催された長田区役所７階区民ギャラリーにおける

　　　「震災記録展」において、「神戸学院大学水本ゼミと『人・街・ながた震災資料室』が協働して実施した

　研究成果」として、発表・展示を行った。そのなかで、震災資料への資料学的アプローチや、聞き取り調

　査データの紹介、自治労の震災復興支援事業へのアプローチなど、さまざまに両者が協働で取り組んだ内

　容を展示した。

c． 水本ゼミの活動の成果を、卒業論文や修士論文に結実させる試み

　　2009 年度は、震災をテーマに卒業論文を作成したゼミ生は３名であった。

上述したように、淡路島北部の震災資料調査・聞き取り調査を水本に協力するかたちで実施し、そのデー

　タを中心に卒業論文にまとめたもの。

　私立学校が震災に対してどのように対処したのか、公立学校の場合と比較しながら考察した卒業論文。

　 この論文から、公共機関や県・市に連なる諸施設の震災復興と一部援助しか享受できなかった民間施設の

　 震災復興の大きな差を浮き彫りにできた。同じ震災被害でありながら、復興へのアプローチが大きく違い 

　 ことを、教育機関の比較を通じて浮かび上がらせることができた。

　 最後の１本は、神戸市や区役所が被災者にどのように復旧・復興に関連する情報を提供したのかを、市

　 民広報誌を素材に考察したものである。

２．地震関連情報研究班　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大塚　成昭

　本年度も昨年度に引き続き、六甲山地域における地殻変動連続観測の継続、Z- 値による地震活動の推移の監視、

情報発信拠点としての Web ページ「なまず相談室」の構築をおこなった。特に、Web ページ「なまず相談室」
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の構築は、当初計画よりその完成が遅れていたが、ようやく 2009 年４月これを公開した。まだ、改善の余地

は少なからず残っているが、今後、さらに改良を継続してより使いやすいものにしていく予定である。

(1) 六甲地域における地殻変動連続観測

　新神戸トンネルにある六甲高雄観測室で実施している地殻変動連続観測結果の一例として、石井式ボアホー

ル型３成分歪計によって得られた、地殻歪の経年変化を図１に示す。この計器による観測開始の 1993 年から

2009 年末までの全記録である。この歪計は、互いに 120 度ずつ異なる３方向の伸縮を記録するよう設計され

ており、現地での設置された観測方向は、N81°W、N39°E、N21°W の３方向となっている。グラフが途切

れている部分は、歪計の不具合ではなくデータ収録装置の不具合による欠測である。ただし、N39°W 方向の

センサーは、時々ノイズが混入して乱れている。しかし、全体として地殻歪のトレンドは、捉えることができ

ている。

平成 19 年度の報告書１）において、すでに、指摘したことであるが、図１に見られる地殻歪時間変化の傾向

のうち、最も、注目すべきことがらとして、2002 年の終わりから 2003 年の始め頃を境に、それ以前とそれ

以降とで、歪速度（トレンド）が変化していることである。すなわち 2003 年以降、それまでに比べて、歪速

度が小さくなりその傾向は 2009 年まで継続している。この時期に地殻変動のトレンドが変わったこと、さらに、

それが現在まで継続しているということは、京都大学防災研所の複数の観測所においても同様の観測結果が得

られている。したがって、六甲地域だけでなく近畿の広範囲にわたって同様のことが起こっていると考えられる。

また、この時期に、丹波山地周辺の地震活動が静穏化したことも、報告されている２）。丹波山地の地震活動の

静穏化は 2009 年 4 月頃までは継続していたが、同年 5 月以降やや活発化したことが報告されている３）。六甲

高雄観測室の歪変化について、その影響が出ているかどうかは、季節変化に隠れて判然としない。今後、観測

を継続していけば、見えて来るかも知れない。

　六甲高雄観測室および六甲再度観測室においては、地球潮汐歪、地下水湧出量、気圧変化などの観測も行な

っており、これらを組み合わせて解析することにより、岩盤の力学的特性を解明することも試みている。観測

室近傍を万福寺断層が通っており、これに平行な方向と直角な方向で、力学的応答のしやすさ異なっているこ

図１　六甲高雄観測室における地殻歪連続観測結果の一例

　　石井式ボアホール型３成分歪計によって得られた地殻歪の経年変化
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とが確認できた。すなわち、破砕面に直交する方向では、変形しやすくその方向の潮汐歪変化と地下水湧出量

の潮汐変化成分の位相が一致することが確認できた４）。

(2) 地震活動の推移の Z―値表現

　地震活動の推移を監視する上で、ある時期の月地震発生数の平均値と標準偏差を用いて月地震発生数を規格

化した、いわゆる Z －値として地震発生数の推移を表現することにより、生の地震発生数の変化よりも定量的

な変動を把握しやすくなる。すなわち、基準に採用した期間の平均的地震発生数よりどのくらい活発なのか静

かなのかを容易に定量的に見ることができる。その変動が、統計学的に有意であるか否かについては、詳細な

分析が必要であるが、とりあえず、一般市民が地震活動を監視するうえで、生の地震発生数の推移より危険度

を察知しやすいと思われる。このような観点から、平成 19 年度報告書１）で示して依頼、昨年度も継続してそ

の方法で六甲淡路断層系および丹波山地の地震活動の監視を継続している５）。

図 2 に、六甲断層系を中心にした淡路島から琵琶湖西北地域までの地震活動の活発な地域（地図において矩

形で囲った内部の領域）について、1980 年から 2009 年 6 月までの月地震発生数の Z －値（1985-1999 年基準）

の推移を示す。使用したデータは、気象庁による地震カタログのマグニチュード２以上、震源の深さ 40km 以

浅のデータである。また、地震の抽出および震源マップの作成には、Seis-PC を用いた。

平成 20 年度報告書において、2008 年 12 月までの同様の図を示した際に、2005 年、2006 年に地震活動

が低下した後、2007 年から 2008 年にかけて活発化していることを指摘した。同時にその推移の傾向が 1995

年兵庫県南部地震の直前と類似していること、Z －値が 3 σを超えそうな勢いであることも指摘して、それを

大きく超えることがあれば要注意であると述べた。ただし、注意しなければならないこととして、このような

図を作る場合に、マグニチュード、震源の深さ、領域などをどのように選ぶかによって、その傾向の見え方に

違いがあることも多い。ここでは、長期的なデータの質を同じに保つ意味でマグニチュード２以上の地震につ

いてその活動度推移を見ることにしている。現在のところマグニチュード２以上の地震については、幸いなこ

とに平常時の値で推移しているが、今後も監視を継続していく必要がある。

図２　「六甲－淡路断層系－丹波山地の地震活動の推移　（M≧２）」

　　1985 年～ 1989 年を基準とした月地震発生数のＺ－値の推移
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(3)Web ページ「なまず相談室」の構築

Web ページ「なまず相談室」は、フリーの CMS（コンテンツマネジメントシステム）の一つである「XOOPS」

を用いて構築された。Web ページは、大きく「相談室」、「研究員のコラム」および「資料室」の３つの柱で

構成されている（図 3）。

図３　Webページ「なまず相談室」のトップ画面

図４　相談室のトップ画面

図５　フォーラムのリスト画面 図６　研究員のコラムリスト画面



   分野別年度活動報告

29

「相談室」（図４、図５）は、掲示板の一種である。複数のフォーラムに寄せられた質問に対して、スタッ

フが答えるという方式を採用している。これまでに、神戸学院大学の学生などから寄せられた質問などに対

して、回答を順次掲載している。

「研究員のコラム」（図６、図７）は、ブログ機能を用いて、研究の状況やその時々の話題や発生した地震な

どについて、研究員が解説したり、意見などを述べたりするスペースである。

「資料室」（図８）は、センターが持っている資料を提供できるようにした、データベースである。現在のところ、

例えば、センターの報告書が PDF ファイルとしてダウンロード可能になっている。今後、さらに、掲載データ

を充実していく予定である。

図７　研究員のコラム画面の例

図８　資料室画面

図９　閲覧数の推移（2010/02/01 －		2010/03/31）
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最近 2 ヶ月のなまず相談室の利用状況を図９に示す。図９は、アクセス・ログから検索ロボットによるアク

セスを除いた、個人によるアクセスの総合計と、同一人物からの同日のアクセスを１回として抽出しグラフに

したものである。これを見ると通常、毎日のアクセス数は一桁台あるが、チリ地震の直後、急速にアクセス回

数が増加し、その後も地震以前よりアクセス数が多い二桁台の状態が、継続している。図には示していないが、

利用者が最も閲覧しているのは、研究員のコラムであった。

謝辞：　Web ページ「なまず相談室」の構築・運用については、2003 年度～ 2005 年度の RA であった上椙

英之氏に、RA 退任後も引き続きご尽力頂いており、感謝の意を表します。また、六甲地域における地殻変動連

続観測の一部は、神戸学院大学人文学部研究推進費（2009 年度「六甲－淡路断層系における地殻歪変化の観

測および周辺の岩盤特性の解明」、2008 年度「活断層近傍における地殻歪変化の観測および岩盤特性の解明」、

2007 年度「活断層近傍における地殻活動の総合的研究」）によって遂行された。
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芸術学分野

はじめに

2007 年度から 3 年間の継続が認められた本研究について、2009 年度はその最終年度にあたる。われわれ

は「大学に期待されることを明確にすること」「芸術文化の地産地消」を常に念頭においてきた。具体的には「よ

り大学らしいこと、大学にしかできないソフトを創出すること」「大学が地域に対して提供できるものを、地域

の芸術化とのコミュニケーションの中で、明確化すること」の 2 点を研究目標としてきた。

09 年度を終えるにあたり、演劇、音楽、美術を包括するジャンルで、一定の成果を上げることができたので、

ここに報告する。

Ⅰ　09年度の課題と目標

まず、「大学に期待されること」については、以下の３点を課題としてきた。

　①大学が行うグローバルな文化交流の橋渡し。

　②大学と関西演劇人との人的ネットワークを強化する。

　③「関西文化を世界に発信するために大学がきること」をより明確にすること。

　つぎに、「芸術文化の地産地消」については、以下の３点を課題としてきた。

　④大学が実演芸術の魅力を地域に伝える役割を担う。

　⑤中央の芸術を消費するのではなく、地域が文化を創造するために、必要なスタッフを育成する。

　⑥文化が地域の絆をつなぐという視点をもつ。

これらの課題を念頭に、2009 年度の活動目標を以下の４点に絞り 2009 年の活動を行った。

１・　新しい芸術ソフトの創出する。

２・　大学らしい芸術の地産地消の例を提示する。

３・　芸術を発信する学生、地域住民を育成する。

４・　  「神戸らしい」芸術の地産地消のあり方を考える。

具体的には、それぞれの目的について以下の研究を行った。

Ⅱ　09年度の活動

１・「新しい芸術ソフトの創出」について

　演劇分野から、「天国の隣」（喩栄軍作、ごまのはえ演出、中山文翻訳）の上演を行った。

　海外の芸術を地域へむけて発信し、他国への理解と共感を深める草の根国際交流を目的とした。

　また上演そのもの以外にも、学生への教育効果を考えて以下の研究を行った。それらを通して演劇が作りだ

　される過程を包括的に学ぶことができた。

１）台本リーディングと意見交換会：

俳優の生の声でセリフを聞き、日本人として理解できない点などについて、考察を深める。

２）公開稽古とアフタートーク：
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　上演に至るまでの経過を学ぶ。演出家が何を求め、それによって俳優の演技がどのように変わっていくのか

　を観る。アフタートークでは、演出の意図について不明な点を理解する。

３）ワークショップ：

　これまで演劇とはまったく関わりをもったことのない学生に、実際に身体を動かして、演劇をするとはどう

　いうことかを経験してもらう。そうすることで、上演に対してこれまでとは異なる観劇態度が身に付くと考

　える。

４）喩栄軍氏と地域劇団の交流会　：

　地域の芸術を海外に発信するためにはどのような方法があるのだろうか。具体的には関西の小劇場劇団代表

　が喩栄軍氏に各自の各劇団の特徴を紹介し、アジア演劇祭参加への可能性をはかる。

５）上演後のアフタートーク：

　神戸アートビレッジでの初日公演後、作家喩栄軍氏、演出家ごまのはえ氏、翻訳家中山文によるアフタート

　ークを行った。それにより観客の上演内容への理解を深めることを目指した。

２・「大学らしい芸術の地産地消」について

　音楽分野から、「音楽を楽しみ、教養を手に入れる」研究講演会開催。（別紙）

３・「芸術を発信する学生、地域住民の育成」について

　美術分野から、淡路島「アート山」の実態、聞きとり調査を実施した（別冊）

　演劇分野から、「地域と学ぶ舞台制作講座」を行った。（別紙）

Ⅲ・まとめ

　09 年度の活動について、各分野で一定の成果をあげることができたと考えている。だが、反省として不十分

だった点を記しておきたい。それは活動目標４「「神戸らしい」芸術の地産地消のありかたを考える」という点

である。08 年度の活動報告で筆者は以下のように記した。

　08 年度の活動を通して、我々は以下の 3 点を認識することができた。

①　芸術文化を通して世界とつながる。

②　芸術文化の地産地消が地域社会を強くする。

③　芸術文化を通して地域社会とつながると、個人が強くなる。

09 度の活動を通して、地域の芸術家が生みだす芸術を地域住民が消費するという点では、一定の成果を見た

といえよう。その結果、地域住民は世界の芸術家とつながり、地域社会の芸術家とつながるという経験をした。

だが、芸術創造にはそれに参加し、作品を作り上げる過程を経ることで、個人が社会と結びつき、個人がより

強くなれる、という効果がある。今年度の活動の中では、アート山の活動がこの目標に近いが、まだ十分ではない。

個人が芸術の創造に関わることで、地域が活性化していくために大学が何をしうるのか。その点についての考

察が、われわれにはまだ不十分だと考える。　

現在、全国で活躍を続けている「発起塾」という演劇ワークショップが注目を集めている。彼らは演劇を通

して中高年が新しい人生の生きがいを見つけるお手伝いをして、たいへん好評を博している。今後我々にもそ

のような活動ができないだろうか。

本学には音響効果が優れたホールや録音・録画機器があり、われわれは今年度の活動を通してそれらを使い

こなせる人材を育成してきた。また、われわれには学術フロンティアの研究で築き上げた関西演劇人との強い

ネットワークがある。この 2 点の強みを最大に利用して、次の研究へと続けて行きたいと考えている。（了）
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中国の芝居から日本の芝居へ

――「天国の隣」上演までの経過に関する実践報告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中山　文

今回、「天国の隣」の日本上演について、その経過と資料を以下に記す。

＜経過＞

6 月 30 日　　　　　　「天堂的隔壁是瘋人院」修正校届く

7 月 21 日　　　　　　「天国の隣」修正校訳１　渡し

　　　　　　　　  「キチガイ」という単語について、「ビョーキ」「ビョーキの人」に変更を提案

7 月 28 日　                ごまから喩栄軍へ「天国の隣」修正校訳１への質問　

「天国の隣」質問	 	 	

①　Ｐ 14　カカ「…この会場でたくさんのことを上部にせねばならないとな。」

「上部」って何？

②　Ｐ 18　リハクとヨウジンの会話→「泰山とは岳父であろう」

「泰山」と「岳父」それぞれ意味はわかるのですが、上記の一文の意味するところは？

③　Ｐ 19　リハク「Ｈａｋｕｎａｍａｔａｔａ！」？

④　Ｐ 23　シュウブンテンの恋人「強子」とは仇名？

⑤　Ｐ 34　ヨウジンが使う「浄土」とはどのような意味か？

浄土＝ユートピア？浄土＝あの世

「天国の隣」第二稿を読んでの雑感

　第一稿にくらべてずっと読みやすくなった。作者の意図、作品の魅力が少しづつだけどわかりだした。一番

感じたのは作品のスキマだ。一稿では一つ一つのエピソードの間と間に何も感じなかったけど、二稿ではその

間にスキマを感じるようになった。例えば、シーン５とシーン８で繰り返される殺人現場などは、繰り返され

る意味はもちろんわからないけど、ハレーションとしての効果を感じるようになった。「銃」という凶器がもつ

刺激によって、生きている実感を少しでも得ようとしているのなら、この場面は何度繰り返してもより面白い

かもしれない。最後のシーンで見せる人物の変化にもスキマを感じた。加筆されたリハクとゴショの関係はも

ちろん、コキやミミの性格の変化も魅力的なスキマに思えた。臆病だったコキが亭主関白になり、多少男を見

下していたミミは貞淑な女になる。一稿では「何故？？」と思っていたが、二稿を読んで依存から依存へ対象

を代えているだけのように見えて面白かった。

　いくつか気に入ったセリフも見つけた。

　シーン５のゴショ「母豚は数を数えられない」

　シーン６のゴショ「ちっくしょう、死ぬまで僕をだますなんて」

　シーン７のゴショ「無実じゃないよ事実なんだ」

　シーン８のゴショ「アホ、メス熊だ」

　シーン１０の皆の「出発しよう」

　などなど。

　たくさんの袋小路と皮肉がつまった印象をうけた。その最後のセリフが出発というのが面白い。彼らを天使
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に見立てるのはあまり好きじゃないが、偽天使の目指す場所は偽天国というわけか。それより天使の羽根をつ 

けて出発しては基の場所にまた戻ってきてしまう。そんなラストシーンのほうがお似合いかもしれない。

8 月 1 日　　　　　　  「天国の隣」修正校訳 2　渡し

【話劇】 
1

天国の隣は精神病院	
2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作・喩栄軍 
3

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           　翻訳・中山文

配役 
4

俳優：A、B、C、D 
5

役：

呉所：男、三十歳ぐらい。職業不明。（俳優 A）

顧忌：男、三十歳ぐらい。精神病院医師らしい、咪咪のボーイフレンド。( 俳優 B)

楊仁：男、三十歳ぐらい。精神病院の弁護士。（俳優 B）

里白：男、三十歳ぐらい。現代詩人と呼ばれる。（俳優 C）

賈貨：男、四十歳ぐらい。部長。（俳優 C）

咪咪：女、二十五歳ぐらい。職業不明、顧忌のガールフレンド。( 俳優 D)

周文天：女、二十五歳ぐらい。完璧な精神病患者。( 俳優 D)

医者：女、三十五歳ぐらい。某病院の内科医。( 俳優 D)

時間：現代

地点：精神病院院長室

（一）

【暗闇、真っ暗な舞台。分娩時の女のかすれた泣き声、それに伴い、赤ん坊の泣き声が長く響く。泣き声の中，

女が優しい声で子供をあやし、赤ん坊の泣き声はだんだん止む。

【黒闇に、女の満足気な笑い声が漂う。その笑い声が徐々に消える。

【夜回りの拍子木の音が遠くから近づき、聞く者をどきりとさせる。音はゆっくり遠ざかり、死のような静かさ

だけ残る。

【笙の笛で『春江花月夜』の演奏、しばらくすると、そのメロディーはにぎやかな琵琶の音にかき消される。舞

台にまた静けさが戻る。

1　 本作は 2009 年 6 月 27 日修正版である。本作品の一切の権利は作者が所有する。いかなる形式の上演、改編

　　はすべて作者本人の同意を得なければならない。

2　 2001 年 3 月、普通話で上海初演。上海話劇芸術センター上演。

3　 本作内容は純粋なフィクションであり，もし似た状況があっても，偶然に過ぎず，入場者に対するいかなる

　　責任も本作者は負わない。みだりに卑下したり，事によせて自分の真意を述べるものに対して，作者は責任

　　を負わない。ここに明記する。

4　 配役に関して、この台本では俳優は三種類の役を演じることになる。――劇の筋から離れた俳優本人、精神

　　病院の患者及び患者が扮する別の劇中人物である。

5　 俳優は 4人以上でもかまわない。実際の状況で決定する。
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【急に、ひどく甲高いチャルメラの音が響いて、闇を裂き、快活な『百鳥朝凰』を奏でる。ヘビメタの音楽がそ

の中からだんだん広がり、舞台全体にいらいらした不穏なムードが立ち込める。しばらくすると、テノール歌

手の声が美しく響き、それが次第にキー音となって、舞台空間でこだまする。

【歌声が弱まり、消え、まただんだんと大きくなり、別のものに変化する。都市の喧騒、車のブレーキの音、も

の売りの音、携帯のベル、パソコンの動き出す音、インターネットの接続音、キーボードをたたく音、さまざ

まな人の声が四方からわきおこる――株を売り買いする声、ラジオから流れるニュースの声、子供の泣き声、

大人が叱る声、テレビアニメの声、市場で値段を交渉する声、流行歌の声……　

【あらゆる音の目的はまるで歴史のプロセスをたどることのようだ。昔から今まで、中国から外国に至るまで。

【さまざまな音がだんだん高くなり、もう我慢できないというピークに達して、突然止む。

【振り子の音が落ちついたテンポで、ゆっくりと機械的に響く……. 振り子の音のせいで舞台空間は更に静けさ

を増し、死のような静寂が訪れる。

【照明点灯。

【俳優 ABCD 黙って舞台に立つ。全員黒の長いあわせ（男子用旧式中国服）を着ている。両腕を伸ばし、一対の

大きな羽を広げている。まるで人の世に着陸したばかりのようだ。彼らはゆっくりと羽をしまい、閉じる。し

っかりと立つ。

俳優 D：（罪のない子供の声で）模様の服着た子ツバメが、毎年春にやってくる。なんでここに来るのかな？

　　　　一番きれいな場所だから。それなら毎年来ておくれ。

俳優 B：（恐る恐る、探りを入れるように歌う）おばかさん、敷居に腰かけ、ねだってる。嫁さんほしいとねだ

　　　　ってる。嫁さんもらってどうするの？　灯りをつけたら話の相手、灯を消したら寝んねの相手……

俳優 C：（打ち切るように、朗らかに歌う）小っちゃな松の木、大きくなーれ。緑の葉っぱ、可愛い新芽。お日

　　　　様の光と雨露飲んで、ぐんぐん大きく育っておくれ。

【俳優 C が嬉しげに歌い終わると、静まる。

【俳優 BCD はみな振り返って俳優 A を見ている。すると俳優 A は急に落ち着かなさを感じる。

俳優ABCD：（声を合わせて）小っちゃな松の木、大きくなーれ。緑の葉っぱ、可愛い新芽。お日様の光と雨露飲んで、

　　　　　ぐんぐん大きく育っておくれ。ぐんぐんぐんぐん大きくなーれ。ぐんぐんぐんぐん大きくなーれ。

【言えば言うほど楽しくなって、愉快になってくる。

【突然、（場外からの声）：ここは精神病院である！

【俳優 ABCD は突然セリフをやめ、いささかあわててお互い見つめあいながら、羽をとり、あわせを脱ぐと、精

神病院の患者服を着ている。

俳優 A：私は……

俳優 B：私は私だ！

俳優 C：私こそ私だ！

俳優 D：私はもちろん私なのだ！

俳優 A：私……私は呉所という人物を知っているが、誰も彼と話をしてくれない。

俳優 B：私……私は顧忌という人物を知っているが、彼はとんでもなく臆病だ。

俳優 C：私……私は里白という人物を知っているが、人はみな彼を詩人と呼ぶ。

俳優 D：私……私は咪咪という人物を知っているが、彼女はとてもセクシーだ。

俳優 A：じゃあ僕が－－、僕が呉所だ、だけど、どうして誰も僕と話をしてくれないんだろう。孤独は錆びつ

　　　　いた錠前のように、僕の冠状動脈から心の端までをしっかりロックしてしまった。

俳優 B：それなら僕が顧忌だ。我ながら臆病すぎる。なぜこんなに臆病なんだろう。人類に進化し損ねた猿が

　　　　いることさえ、自分の責任ではないかと疑ってしまう……

俳優 C：もし、私が里白なら、みんなは詩人と呼ぶであろう。だがなぜ彼らは私を詩人と呼ばずにおられない

　　　　のか？　私は世間の俗事に追われたくない、だから道理だけを口にし、人に善を勧める。そのために
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　　　　私の背負う責任の重みがどれほどのものか、わかるだろうか？　地球が中性子でできているとすれば、

　　　　その重みはたかが私が鎖骨の後ろ三分の一で耐えているくらいのものであろう。

俳優 D：みんなは私を咪咪と呼ぶわ。生まれてからずっと、私はあることを考えている。自分がなぜにこれほ

　　　　どセクシーなんだろうって？　みんなが私を咪咪と呼ぶのは、私がとても色っぽいから。ある日、町

　　　　を歩いていると、突然二台の自動車が正面衝突。なぜだか、分かる？　私が赤信号にウインクしたから。

　　　　それで全部の信号が青に変わってしまったのよ。

俳優 A：院長……

俳優 B：（びくびくと）院長はいらっしゃいませんか？

俳優 C：本当にご不在ですか？

俳優 D：もちろん不在です。

【夜十二時の鐘が鳴る。誇張した振り子の音が強くなる】

俳優 A：十二時だ……

俳優 B：十二時か……

俳優 C：十二時だな……

俳優 ABC：もう十二時だ……

【音楽が始まる。

俳優 D：もう十二時よ……それに続くのは十三時 
6

。じゃあ私から始めるとしましょう、あの咪咪という女から

　　　　ね！

【光りが暗くなる。激しく躍動感のある音楽。

【咪咪は患者服を脱ぎ、厚化粧でスポットライトの下に立っている。彼女の装いは過激でけばけばしく俗っぽい。

髪は真っ赤なアフロヘアで、黄色のヘアバンドしている。真っ白に塗った顔に、長く黒いつけまつげをした目、

真っ赤でぶ厚い唇が特に目立つ。二つの穴がなければ、鼻がどこにあるのかを見落しそうだ。あれでももし服

を着ているというなら、彼女が身に着けているのは体にぴったりしたエメラルドグリーンのワンピースだ。今や、

けばけばしく奔放な彼女は、大都市の女たちと同様、厚化粧で青春の日々を支え、わずかに残る若さのエネル

ギーは残すところなく塗り潰されている。咪咪は退屈で仕方がないように見える、彼女の前のある段ボール箱

の上には DVD が散らばっている。彼女は腕を組み、片手で優雅にタバコを挟んでいる、真っ白の光りの下で、

タバコを吸うと、煙の輪をいくつかを吐き出した。上品に片足を上げると、つま先にひっかけた黒いハイヒー

ルの靴を何度もいじる。心ここにあらずで、周囲をまるで気にしていない様子。このとき、誰かがやってくる

のに気づき、慌てて指先で髪の毛を梳かし、手のひらで髪の毛をなでつけた】

咪咪：ようこそ、詩人様、いらっしゃい。

【里白が頭を揺らし、扇子を扇ぎながら登場】

里白：（頭をあげて、長いため息をつく、重責を背負っているように）悪徳と汚職がはびこり、奸寧と追従に染

　　　まる世の中よ。はるかかなたの昔から、何ぞもってこれを絶やさん？

咪咪：（挨拶する）あら、あら、またおばかさんが始まった。

里白：（咪咪の方を向きもせず）小生をばかと呼ぶなかれ、もっとばかな者もおる。

咪咪：小生ねえ、（笑い）小生様、あわれな女子にわずかばかりのおめぐみを。

里白：（少しも相手にせずに）君子と君子は、道を同じうするを以て朋と為し、小人と小人は、利を同じうする

　　　を以て朋と為す。君子は和すれど同ぜず、小人は同ずれど和せず。道同じからざれば、相為に謀らず。

咪咪：口ばっかり、ちっとも役に立たないんだから。

【里白は失望したように、頭をふりながら退場。

6　 13 時：　上海方言，多く頭の弱い女性をさす。もともと「痴」の文字が 13画なので，「十三時」は隠語で痴をさす。

　　この語は多く女性が使うもので，男性は比較的使わない。
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咪咪：ちょっと、ねえ、詩人様ったら、ちょっと待って。ＤＶＤ買ってよ。本物なんだからさあ。

【呉所が急いで登場する】

咪咪：（呉所を見つけて、ちょっと緊張する）あんた……何しに来たの？

呉所：気分が塞いで、誰かと話をししたいんだ……（DVD を一枚手に取り）あれ、新しいのが入ったんだね？

　　　昨日 20 元払ったけど、今日も 20 元払うよ、条件はいつもどおりだ。……でも、どうして誰も僕と話

　　　してくれないんだろう、（顔を咪咪の前まで突き出して）ほら、ごらんよ、僕の顔って、やさしそうだろう。

咪咪：ええ、でもみんなは……あんたのことを人殺しだって。

呉所：ちがう、母さんは自殺したんだ。

咪咪：キチガイだって。

呉所：証拠なんてないくせに。

咪咪：あなたがその証拠を隠滅したって。

呉所：やつらこそキチガイだ。

咪咪：だから……誰もあんたと話したがらない。

呉所：それならやつらこそ殺人犯だ！　知っているかい？　僕はすごい金持ちなんだ。僕には大金持ちのおじ

　　　さんがいてね、亡くなった時に全財産をそっくり僕と飼い猫に残してくれたんだ。（咪咪は頷く）話し

　　　たっけ？　え、そうだったかな？（しばらく黙り）じゃあ、知ってるかい？　彼には息子が六人と孫が

　　　十七人がいたのに、その金を僕にくれたんだよ。しかも、しかも僕に会ったこともなかったのに、だ。（舞

　　　台の下に指しながら）ここにいる人たちと同じように、顔も知らないんだ。ほら、この街の人々、彼ら

　　　だってお互い知らない者同士だろ。でも実は、彼らの目標は同じなんだ。（咪咪は頭を振る）わからな

　　　いかな？（ちょっと意外に感じて、そこで、いらいらしてくる）本当に？　この君がわからないなんて

　　　ね。金だよ、ごらん、この街の、このぼんやりした顔つきの群れ、喪失感の奔流の中で動めく人々は、

　　　みな顔を真っ赤にして、息を荒げながら叫んでいるんだ！　露地裏にいる女たちは猿のように着飾って、

　　　何十年もかけて育て上げた魂をあんな安値でお手軽に売っている。でっかい尻をぷりぷり振って、まる

　　　で派手な色の熱帯魚がふらふらと泳いでるみたいだ。……（何かを考えている様子）でも、僕は金なん

　　　ていらない、もう金持ちだからね。だから……だから、僕は俗っぽいのかな。（咪咪は頭を振る）わか

　　　らない？君は僕を俗っぽいと思うかい？（自分の目を指しながら）ほら、みんな言うんだ。ここを見て、

　　　見えたかい？　耐えがたい俗物だよ。（咪咪は頭を振る）僕を憐れんでくれるの？（金を取り出す）ほら、

　　　20 元だ、今日僕と話してくれたお礼だよ。

咪咪：（すぐ受ける）どうも！

呉所：もう一言、お願い。

咪咪：あ…り…が…と…う。

呉所：正直言って、僕のことキチガイだと思う？

咪咪：そうね……（頭を振ってから、いささか無意識に頷く）ちょっぴりね。

呉所：それでも僕と話してくれる？

咪咪：だって……私はキチガイじゃないもの。

呉所：（何かを悟る）あ、金か？（また金を取り出す）はい、20 元。

咪咪：（ためらわずに）どうも――どうも。

【一時の鐘の音。

【照明急に暗くなる。ヘビメタの曲が演出空間に響き渡る。それを音楽と呼ぶなら、観客の心の中にあるわず

かな静けさもこの音楽でひっくり返されてしまう。耳障りな騒音が突然終わり、急に明るくなる。不安になる

ほどのまぶしい白い光りが演出空間を隅々まで満たす。

【同じシーンで、相変わらず咪咪と呉所。しかしこのときの二人は親しげ。咪咪はしょっちゅう呉所に流し目

を送っている。おかげで、彼はいささか得意になっておちつかないようすがありあり。
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呉所：（何かを思い出す）金かい、（金を取り出す）ほら、50 元。

咪咪：（受けとり、蔑んだ様子で眺める）これっぽっち？

呉所：詩人様が言ってたじゃないか、金はつまらないもの、重要なのは友情だ、って。

咪咪：やめてちょうだい！　生娘でもあるまいし、友情ですって、それ 5 グラム 
7

おいくらかしら？

呉所：それならプラス 100 元で、どうだい？

咪咪：100 元ですって？　よくそんなことが言えるわね。恥ずかしくないの。昨日の夜、あんた、あの汚れた

　　　湿っぽいベッドで、私のことを考えなかったとでも言うの？

呉所：それは……そうだけど。

咪咪：ほらごらん！

呉所：けど、僕のベッドは……汚れていないし、湿っぽくもない。

咪咪：でも、いい思いはしたんでしょう……。

呉所：150 元では？

咪咪：彼氏が……ねえ

呉所：じゃ、180 元だ。彼氏も含めて、これ以上は出せないぞ。（間）話だけで、何もしてないのに。

咪咪：話だけですって！　それなら、どうしてほかの人としないのよ。誰も相手にしてくれないんでしょう。

　　　私だって本当は、逃げたいわよ。（悔しそう）私ってばかよね、こんな乙女が、しょっちゅうあんたみた

　　　いにずる賢い男にからかわれて。

呉所：もういい。自分の顔を見てみろよ、しなびたナスビみたいなご面相のくせに、乙女とはねえ……（咪咪

　　　が相手にしてくれないので、ちょっと慌てる）、ねえ、どうしたの。

咪咪：別に、男っていつもそう。男を知れば知るほど、犬の方が可愛いくみえる。

呉所：じゃあきっぱり決めよう、200 元だ、どうだ！　もし死んだおじさんにばれたら、死ぬほど落ち込むよ。

　　　あの人の死因を知っているかい？

咪咪：あほすぎた？

呉所：飢え死にだよ。食べ物に金を使わなかったんだ。

咪咪：大金持ちなんでしょう？

呉所：彼は乞食をして金をためたんだ。あの年、シベリアの風がオーストラリアに吹き付けたおかげで、マレ

　　　ーシアでは飢饉がおこり、彼はその名の通りに飢え死にしたんだ。（突然何かを思い出して）おまけに、

　　　あの猫のやつときたら、考えても見ろよ、やつはこれまで 1 元たりとも使えないから、巨額の利子まで

　　　ついてきた。

咪咪：わかったわ、話したいならどうぞ！　私に彼氏がいなければ、今夜だってあなたの間抜けな叫び声を

　　　130 デシベルにまで引き上げてやるんだけど。

呉所：（もじもじと）本当？

咪咪：130 デシベルって、どんな感じか知ってる？

呉所：いいや。

咪咪：半径 5 メートル以内で、ジェット機が飛び立つ感じ。

呉所：ジェット機？

咪咪：（興奮して）体中汗ぐっしょり、全身けいれん、目が血走って、最後には耳も聞こえなくなるの。

【咪咪の言葉につれて、呉所は明らかに興奮してくる。

咪咪：どう、試してみたい？（呉所は丁寧にうなづくが、また仕方なさそうに頭を振る）本当、役立たずの大

　　　バカ者ね。

呉所：それは僕のせいなのか？　喫煙が精子の数を減らす、コーラが性欲を減退させる、精力剤は高すぎて手

7　 重さの単位，10 銭は 1両，10 両は 1斤。



   分野別年度活動報告

39

　　　に入らない、精力絶倫のスズメでさえもインポになるご時世さ。医学が何千年もの発展を遂げたあげく、

　　　今やピンクローターが売れ行き絶好調という情けなさ。神様、どうぞ男たちをお助けください。

咪咪：忘れないでね、神様も男よ。いまさら神様に祈っても、遅いわよ！

呉所：じゃあ今夜夢をみるよ、来てくれるかな？

咪咪：お、か、ね。

呉所：じゃあ、なかったことで 

咪咪：とぼける気？　もうすぐ彼氏が来るから、言いつけてやるわ、私はこれでも乙女なんだから――。

呉所：彼氏の職業は？

咪咪：精神病院のお医者様。

呉所：じゃあ彼は――

咪咪：毎日キチガイと向かい合ってるから、彼ならいくらでもあなたと話してくれるわ。

呉所：（怒る）僕はキチガイじゃない！

咪咪：あんたがキチガイだなんて言ってないのに、なんで怒るのよ。怒りたいなら、別料金よ！

呉所：  （極力自分を落ち着かせようと）わかった、冷静になろう。（考え直す）そうだ、君の彼氏は金を取るのか？

　　　詩人様はいつも無料で話を聞いてくれるけど。

咪咪：（さげすんで）ふん、詩人さまね、あの人の話は自分のことばかりじゃないの。私の彼はお医者さんだも

　　　の、とうぜんお金はいただくわ。せめて診察代はもらわなきゃ。

呉所：診察代って、いくらくらい？

咪咪：私の上に、50 元、別料金よ。

呉所：50 元？　（歯ぎしりをする）まあ、いい、だすよ。君に引っ掛かけられたみたいだ。しかし、かわいそ

　　　うだとは思わないか、大の男が、この世で無為に何年も人生を知り、……. とうとう、千人に批判され、

　　　万人に嫌われ、誰も話しかけてもくれない人間になってしまった。みなが僕を避けるのは、僕の抜群の

　　　文才と知恵、優れた人柄と風采のせいなんだ。

咪咪：あんた、どうして哲学を勉強しないの？

呉所：哲学か？　うん、そうだな、どうしてと言われても……けど、やっぱり無理だ。僕は、とっくの昔に弱

　　　弱しい声で話すことや人にへつらうことを身につけてしまった。おまけに、黒色の革靴を履いて、けば

　　　けばしいネクタイをつけて、モバイル持って喫茶店でフリーセルすることまでできるようになった。で

　　　も僕は、……僕はただ、友達がほしいだけなんだ、本当の意味での……あの日、僕は指を折って数えてみた。

うちの母を入れて、僕には全部で 4 人の友だちがいる。君と君の彼氏と詩人様だ。

咪咪：友達ですって？　友達ってポケットの中の銀行の暗証番号と同じ。偶然に出会うことはあって、探して

　　　見つかるものじゃないわ！（顧忌が白衣を着て、きょろきょろ見回しながら登場するのを見つける。嬉

　　　しそうに）ダーリン、いらっしゃい！（だだをこねる）約束したじゃない、臭豆腐をご馳走してくれるって、

　　　マンハッタン西区 42 番街の曲がり角にあるあの店、25％引だって。爪楊枝もただなのよ、すてきじゃ

　　　ない。

呉所：（咪咪の様子を見て、不愉快そうに）なんでそうなるんだ？

咪咪：（軽蔑して）これが生活というものよ！　わかった？

顧忌：（注意深く）警官はいないだろうな？（警戒して呉所を見る）

咪咪：  大丈夫よ、ダーリン。奴らは今朝、一度家捜しにやってきて、正規の DVD をちょっとだけ没収されたわ、

　　　内容が時代遅れだってさ、でも、もう大丈夫よ、全部海賊版だから。

顧忌：本当か？

呉所：（顧忌に手を伸ばす）こんにちは、呉所です。

顧忌：（同じく手を伸ばし、注意深く呉所の手を握る）こんにちは！　呉所さん？……あなたのことはよく咪咪

　　　から聞いています。
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呉所：（笑いながら言う）ならず者かな？　それともキチガイだとでも？

顧忌：（困る）それは…….

咪咪：あんたのことなんて話すもんですか！　思いあがり、うぬぼれ！ 

呉所：まあ、聞かなかったことにして。じゃ、どこから始めましょうか。

顧忌：何がです？

呉所：話しですよ！　腹を割って話しましょう！　おしゃべりしましょう！　何だってかまいませんよ！（頭

　　　をあげて空を見て、長くため息をつく）じゃ、お天気について話しましょうよ！さあどうぞ、このお天気は、

　　　ねえ、この天気ったら、本当に、いったい今日の天気は、何度あるんでしょうね？

咪咪：（腕を上げて、腕時計を見、しっかりした口調で）31 度です。

呉所：31 度だって！　どうしてこんなに暑いんだろう？　まさか太陽が風邪を引いたんじゃあるまいな？　タ

　　　ミフルを注射しないと。

顧忌：しぃっ、おちついて。

呉所：（大声で）それがどうしました？　地球だってインポテンツになりますよ！

咪咪：彼にそんなに大声を出さないで！

呉所：大きいって？　僕は彼かに大声で話しかけてほしいんだ！

顧忌：（いじけて）いやだよ、怖い……怖いよ……今日すごく恐ろしいことがあったんだ。お昼に、お昼に……

呉所：昼に？　なにがあったんです？

咪咪：（あやして）大丈夫よ、ダーリン、ゆっくり話してちょうだい、ね！

顧忌：お昼、食堂に昼飯を買いに行ったんだ。遅くなったものだから、列の最後に並んだ。何かのはずみで、

　　　後ろから押されて、足が滑って、列の先頭に飛び出した。なんとかちゃんと立ってみたら、あの眼病の

　　　てきぱきした食堂のおばちゃんがとっくに僕のおかずをよそってくれてたんだ。知ってるかい？　あの

　　　おばちゃん、これまで一度も何にするかって聞いたことがないんだ。僕が仕事を始めた最初の日から、

　　　ずっとジャガイモと白菜煮込みをよそうんだ。ワンパターンのジャガイモと白菜煮込み。一年中、毎日

　　　毎日ジャガイモと白菜煮込みだ。どんなに遅く食堂に行っても、おかずが残り少くても、おばちゃんは

　　　わざわざ僕のためにジャガイモと白菜煮込みを残しておいてくれる。白菜を買うために、毎朝何キロも

　　　の道を越えて、フランクルトの銀行まで行くんだよ。

咪咪：なるほど。ドクターが言ってたわ。あなたのお母さんが若くてボケた原因は、あなたがジャガイモと白

　　　菜煮込みを食べない理由がどうしても理解できなかったからだって。そういうことだったのね！

呉所：おばちゃんにおかずを変えてくれと頼めばいいじゃないですか。

顧忌：あのおばちゃん、実は、もともとうちの病院の患者だったんだ。それから病気が治ったんで、そのまま

　　　ここで働いている。

呉所：おばちゃんの病名は？

顧忌：強迫神経症。

呉所：なるほど。

顧忌：幸い彼女ももうすぐ定年だから、もう一年我慢して、ジャガイモと白菜煮込みを食べていれば……

呉所：それは別に怖いことじゃないでしょう？　もう何年も我慢してきたじゃありませんか。それに、足が滑

　　　ったおかげで先頭に並べたのなら、ラッキーだったともいえますよ。

顧忌：でも、……でも振り返ると、列の最後に立っている男がじろりと私を見ていたんだ。ほかの人たちはみ

　　　な笑っていたのに、彼だけは笑わずに、私をにらみつけていた。にこりともしないで。

呉所：それがどうかしました？　それからどうなりました？

顧忌：それからって？

呉所：そうですよ！

顧忌：なにも。
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呉所：なにも？

顧忌：私をにらみつけた、ずっとにらみつけていました。

呉所：僕がお手伝いしましょうか？　そいつを誘い出してくれれば、僕が殺してやりますよ。

顧忌：（自分で脈を見て、額を触る）咪咪、血圧が上がってきた、脈も速い、内分泌が乱れ白血球も減少、精神

　　　分裂症前期の症状だよ。（咪咪は彼をなだめ、落ち着かせようとする）調べてみたんだ、やつの名前は楊

　　　仁、うちの病院がアメリカから招いた弁護士だ。あいつのおじさんはうちの病院の主任の母親の姉妹の

　　　甥の娘なんだよお！（絶望的に）今度こそおしまいだ、分かるだろう、僕がどんなにがんばっても、も

　　　うおしまいなんだ。

呉所：（咪咪に問う）彼の専攻は何なんだい？　こんなに臆病で。

咪咪：臆病者はどっちよ！　彼はマサチューセッツ工科大学のエリートで、もともと外科が専門、卒業後に精

　　　神病院の神経内科に配属されて、内科医になったけど。

呉所：神経内科か？（顧忌に）じゃあ彼らの主任ならきっと精神科の専門家なんだろうね！

顧忌：いいや、主任の専門はイギリス文学だ。

呉所：イギリス文学？

顧忌：そう。彼は十何年もシェークスピアを研究して、ついにシェークスピアは彼の遠いいとこだったという

　　　結論に達したのです。彼はもともと何年もうちの病院の患者でした。病気が治ってから、あちこちを説

　　　得してまわったおかげで、病院に残って医者になれたんですよ。

呉所：どうしてまた、患者が医者になれたんだろう？

顧忌：うちの院長の口癖です。長患いが名医を作る、それが道理というものだと。

呉所：キチガイばっかりだ。

顧忌：（急に主任の利益を守る）お前こそ、キチガイだ！

呉所：（怒る）僕はキチガイじゃないって。

顧忌：そうとも。

呉所：（驚く）そうって？

顧忌：医者だから、よく分かります。本物のキチガイは自分をキチガイと認めないものです。

呉所：（怒り爆発寸前）僕は……

咪咪：（制止して）呉所……

顧忌：彼は私より十三歳上で、三十時間を続けて講演できるし、連続三回人をののしることはないし、それに、

　　　第三声で院長を呼ぶこともできるんです。

呉所：（驚く）第三声って？　冤、原、遠、遠長？

顧忌：  彼は私を相手にしないことも、私の給料をさげることも、首にすることもできます……（尊敬して）先月、

　　　交流活動で何人の外国の専門家がうちの病院を訪問したとき、私は危うく大事故を起こすところでした。

　　　幸い、主任のおかげで助かりました。外国の専門家が質問をしたのです。その時、私は興奮して、その

　　　問題に答えようと立ちあがりました。かつてその問題を研究したことがあったからです。小学校時代も、

　　　私はよく授業中に立ちあがって先生の質問に答えたものでした。

咪咪：それは教室でのことでしょう……

呉所：それが社会なんだ！

顧忌：その時席には院長、院長の奥様とたくさんの専門家がいて、みなさんそこに座っておられたというのに、

　　　どうして私が立ちあがってよいものか。立ちあがったものの、僕はたいへん後悔し、そのまま答えるこ

　　　ともできませんでした。ちょうどその時，主任が勇敢にも立ちあがったのです。彼は外国の専門家たち

　　　の前でこう言ったのです。「知っているなら知っている、知らないなら知らないという。知っているのに

　　　知らない、知らないのに知っていると言ってはならないのだよ」と。そのおかげで、私は座れたのです。

　　　主任には心から感謝しています。
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呉所：で、その質問には、結局誰が答えたのですか？

顧忌：院長でした。その場で、院長は抑揚をつけて、感情をこめて唐詩を詠唱しました。たいへん美しかった。

呉所：唐詩って。

顧忌：（頭を振りながら）ガチョウよ、その曲がった首は天に向かって歌い、その白い羽毛は緑の水に浮かび、

その赤い水かきは清らかな波間を抜いて泳ぐ。

咪咪：で、どうなった！

顧忌：外国の専門家は院長の回答に非常に満足しました。彼は院長が答えたときの言葉の調子に非常に非常に

　　　心を打たれたのです。耳に優しいだけでなく、とてもリズミカルだった。（うっとり）院長は本当にすば

　　　らしかった。今思い出しても震えがきます。（突然何か思い出したように）。僕はあんな風に滑ってはい

　　　けなかったんだ。あいつは私をにらみつけていた、きっと怒ったんだ。彼のおじさんはうちの主任の母

　　　の姉妹の甥の娘だというのに。私は主任にどうすれば顔向けできるだろう！　もっと気をつけていたら、

　　　滑ったりしなかったのに。（彼は身を縮めて、しゃがみこみ、両手で頭を抱え、顔を膝の間に埋め、とて

　　　もつらそう）

咪咪：（しゃがんで、顧忌を慰める）大丈夫よ、ダーリン、みんな過ぎたことだからね。

呉所：大丈夫だ、僕がそいつを呼び出して、殴ってやるから。

顧忌：（驚いて、頭を上げて）とんでもない！

呉所：もし殴りつけたら、そのばかやろうは立ち上がって僕と論争を始めるかもしれないだろう？

咪咪：（我慢できない）まさか、誰もキチガイと論争なんてするもんですか。

呉所：（悔しそう）俺はキチガイじゃないのに、ただ……ただどこかでちゃんと話をしたいだけなんだ！

【沈黙。

【里白がゆっくり登場する。

【２時の鐘の音。

呉所：昨日、教会に行ったんだ、母さんの位牌の前に立って、ゆっくり話したかった。母さんだけは僕の話を

　　　よく聞いてくれたからね、でも追い出されてしまった、教会では静かにしろって。

咪咪：（何かを思い出したように）病院に行けばいいのよ！

呉所：病院？

咪咪：そうよ、顧忌の病院よ、あそこならたくさんの人があんたの話を聞いてくれるわ。

呉所：キチガイとなんか話したくないよ。

咪咪：あんたどこか悪いところ、ないの？

呉所：( ばつが悪そう ) 僕は……

咪咪：あっち方面の病気？　まあいいけど。

呉所：いや、関節炎だ。7 歳の時、父さんが自転車を直していて、道具を持ってきてくれと言われた。僕は、

　　　自分の手があるだろって答えた。そしたら、つるしあげられて殴られた。関節炎になるまで殴られて、

　　　おかげで一年以上口が聞けなかった。今も治らないんだ。

咪咪：それよ、病院にいって診てもらいなさいな。お医者さんに関節炎の歴史をよぉく話すのよ。たとえば、

　　　お父さんがどんな風にあんたをつるしあげたか、どんな風に手を上げて、身体のどの部分にふりおろし

　　　たとか――どの部分だったの？

呉所：頭だ。

咪咪：頭？　今はお金持ちなんでしょう。

呉所：まあね。

咪咪：それなら、簡単じゃない。病院に行ったら、お医者さんたちはきっと喜んで話を聞いてくれるわ。一日

　　　三回行っても、病院を変えてもかまわないわ。今日はカラチ、明日はヒューストン、あさってはアンゴ

　　　ラって、きっとみんな喜んであんたの話を聞いてくれるわ。（呉所に手を伸ばす）じゃ、5 元。（呉所が
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　　　金を取り出し、咪咪に渡す）

顧忌：（制止して）咪咪、君はまた人から金を取っているのか。

里白：（ぼんやりと咪咪の手の中のお金を見つけながら）楊柳は和風に散じ、青山は吾が慮を澹（うす）くす世

に問う、金はなにものぞ！。

咪咪：（里白に）もう、人はあなたと話したがっているのに、いつもそんなふうに冷たいんだから。

里白：（気にせず）道同じからざれば、相為に謀らず。

咪咪： 詩人様、その点はご安心を。紹介するわね、この人は私の彼氏の顧忌、精神病院のお医者様よ。いつ行

           っても、そこにいるのは必ず「相為に謀」れる人だわよ。

里白：（咪咪に敬礼する）特別なるご厚意、感謝感激。これにて失礼！

咪咪：（呉所を見てから、里白を見、呉所に）あんたのほうは、いつも誰かと話したいのに、誰も相手になって

　　　くれないんだもんねえ。

呉所：これ以上だれも僕をかまってくれなければ、僕は人を殺す、母親は殺らなかったが、人は殺るぞ。

咪咪：お母さんは人ではなかったとでも？

呉所： 誰かを殺したら、法廷に行けるだろう。法廷に行ったら、みんなが僕の話を聞いてくれるんだ、そうだ

　　　ろう？

【光りが急に暗くなる】

（二）

【暗闇で、鋭い叫び声が聞こえる：「呉所！」。つづいて照明が明るくなる。

【病院の救急治療室で、咪咪はかつらを外し、白衣を着、マスクをつけ、あっという間に女医になる。机の前に

きちんと座って、「呉所！」女医はもう一度神経質に叫ぶ】

呉所：  はい、先生、ただいま、ありがとうございます。（呉所は慌てて登場し、医者の向かいに座り、あせって）

　　　先生、ご存じかもしれませんが、誰かにこんな大声で名前を呼ばれたのは、もう二十数年ぶりです……

      　 あの年、僕は 7 歳でした、ある日、ひょっこりと手紙を拾ったんです、それは先生のラブレターでした。

医者：二番、二番の人は？

呉所：はい。

医者：呉所さんですか？ 

呉所：はい、呉所のゴ、呉所のショです……その時は読めない字が多かったんで、先生のところに聞きに行き

　　　ました。先生はその手紙をとりあげて破こうとしたので、僕は大事なものなんだと思い、また奪い返し

　　　て逃げました。先生は追いかけてきましたが、あきらかに僕より足が遅くて……。

医者：三番、三番の人。

呉所：はい！

医者：またあなたなの？

呉所：  僕が前を走り、先生は後ろから追いかけてきましたが、追いつきません……その後、聞くところによると、

　　　先生は怒ってエチオピアの田舎で教師になり、二度と帰ってこなかったそうです。先生、ご存知ですか、

　　　子供のころ僕は……

医者：（冷たく呉所を見ながら、急に大声で叫ぶ）四番、四番の人。（歩いて行き、ゴムひも付きの木の棒を呉

　　　所の口にくわえさせてしゃべれなくする）

呉所：（驚いて顔を上げ）う…… 

医者：  （相手にしないで）五番、呉……（自分が読み間違ったのに気づき、慌てて言い直す）賈――貨！（突如、

　　　何かに気づくと、恭しく立ち上がり、口調もこの上なくソフトになって）賈……部長ですね。

【里白急いで登場、歩きながら上衣を脱ぎ、スーツを着る。あっという間に賈貨部長になる。彼は爪楊枝で歯を

せせりながら歩いてやってくる。
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賈貨：（偉そうに）おや陳君、今日は日直ですか、ご苦労さま！

医者：（慎重に）いいえ、いいえ、賈部長こそお疲れさまです。おいでいただけるとはつゆ知らず。失礼いたし

　　　ました。なぜ並んでおられるのです？

賈貨：列に並ぶ、大衆の感情を知るためです。こちらの主任は？

医者：お答えします。主任は花果山の水簾洞で現場会議に出席中です。

賈貨：（ゆっくり座って）花果山へ？　主任はまるで午年生まれのようですな！

医者：( テーブルの箱の上からアルコール綿を出して、手を拭き、それからポケットからタバコを取り出して、

　　　一本抜き、恭しく賈貨に渡す ) 部長、おタバコをどうぞ。お答えします。主任の新しい研究テーマは『動

　　　物は液体環境の中でいかに生理リズムを調節しまた勃起治療が関節炎にいかなる副作用を与えるか？』

　　　です。

賈貨：動物ですか？

医者：ご存知ありませんか？　主任はもともと獣医でしたから。

賈貨：陳君、もちろん知っていますよ。私が言いたいのはですな、こんなに長期間の研究が、やはりもとの本

　　　職から離れないとは、たいしたものです。先輩の仕事ぶりに敬意を払いなさい！　あなた方若い人は彼

　　　らをよく見習わねばなりません！

医者：全くその通りです。部長のおっしゃる通りです。ところで、失礼を承知の上でお尋ねするのですが、

　　　……どこかお悪いのですか？

賈貨：（語尾を引き延ばして）いや別にとりたてては。もともと、午前中に会議が予定されていたのだが、その

　　　後、局長に用事ができ、中止になったのだよ。分かるかね、この会議のために、何ヶ月ものあいだ、私

　　　は準備をしてきたのだ。多方面で調査研究し分析総括して、発見した。この会場でたくさんのことを上

　　　部に報告せねばならないとな。だが、分かるかね、その会議が突然取り消されたんだよ。（絶望的）君に

　　　わかるか、この手の会議は半年に一度しか開かれない。この胸の中が、ああ、張り裂けそうだ！（泣き

　　　たくなる）だが考え直してみると、このつらさも病気じゃないかと思えてきてね。それに、午後にもた

　　　いした用事はなかったので、いや違うな、とにかくやって来たんだよ。主任とゆっくり話そうと思ってね。

　　　しかしそれが……ああ、もう二週間も主任に会っていないんだ。会いたくて会いたくて。

医者：（ずっと真剣に聞いていたが、注意深く）部……部長、それは……感情が急に中断されたために起こった

　　　こと、集中した感情の発散場所がないからです。それが蓄積して……病気となっているのです。このよ

　　　うな状況に対して、主任はある治療法を発明しておられます。「グループ療法」というもので、以前牧場

　　　で働いていた時には、主任のこの方法は去勢したばかりの雄牛にすばらしい効果をみせました。（振り向

　　　いて、大声で）玲さん、玲さん、看板を出してちょうだい。今日の午後は特別な……患者さん……お客

　　　様がいらっしゃるので、診察はとりやめよ。患者たちの説得をよろしく、大所高所から考えて、明日ま

　　　た来るように言ってちょうだい。それから、科の人を集めて。今やっている仕事をやめて、すぐにここ

　　　に集まるように伝えてちょうだい。そうだ、忘れないで、食堂の張おばさんに、もう二度とジャガイモ

　　　と白菜の煮込みを作らないようにって。それから李おばさんには掃除をやめて、一緒に集合するように。

　　　治療のほうが重要だからって。わかった！ ( 振り返って、小さな声で ) 部長、少々お待ちください、全

　　　員集合しましたら、お話しください、よろしければ、準備されていた発言をすべてお話しください。

賈貨：でも、局長はいないんだ。

医者：（すぐ続いて）そうですね。でも上司がいないおかげで、発言中によけいな心配や期待をすることもあり

　　　ませんよ。言いたいことを言えばいいんです。

賈貨：その通りだ。陳君、毎回発言するとき、局長はいつも私を見つめるんだ。私が何か間違えたのか、それ

　　　とも本心でほめてくれるのか。分かるかね、あの感覚の奇妙なこと！　似て非なる感情でありながら、

　　　またひどくリアルで、境界すれすれの感覚だ。

医者：それゆえに、仮想の担体が必要なのです。
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賈貨：なにタイ？

医者：担体、キャリヤーです。似たものを探しだして、それを上司だと想像するのです。

賈貨：そりゃいい！　今日こそ彼にインタイしてもらおう！　局長には申し訳ないがね。陳君、君は出藍の誉

　　　れだよ！

医者：( 喜んで ) ありがとうございます、部長！

賈貨：( 急に呉所に気づいて ) この人は、誰だね？

医者： （蔑んで）精神病です、ありもしない病気を探しているのです。（大声で呉所に向い）ほら、まだ帰らないの？

　　　診療は終了よ。

呉所：（手にもった処方箋を振って、口をふさいでいる棒を指して）うん、うん！

賈貨：（いやそうに）いったいなんの病気なんだ？　こんなに傲慢な態度で。

医者：関節炎です、死にはしません。

賈貨：関節炎だって。ちょっと待ちたまえ、彼にも一緒に聞いてもらおう、ひょっとすると彼の病気にも効く

　　　かもしれない。（急に立ち上がると、歩いていって、仔細に呉所を眺め、頷き始める）

医者：どうされました、部長？ 

賈貨：この人は本当にラッキーだ。

医者：ラッキーって、部長は人相を見るんですか？

賈貨：いいや、見てごらん、でっぷりとして、慈悲深い顔つき、七分の傲慢、三分のへつらい、顔つきが局長

　　　そっくりだ。よし、君だ。君を局長だと考えよう。（ドアの外を見て）なんだまだ集まらないのか？

医者：すぐ来ます。主任がいないと、うちの科の人間は仕事が遅いんです。それに、分院にいる二人の主治医

　　　はたぶん遅れるとおもわれます！

賈貨：( ちょっと怒って ) なに！　遅れるだと！

医者：（慎重に）彼らはブエノスアイレスの郊外に住んでいますので、タクシーに乗って、急いでも半時間はか

　　　かるのです。

賈貨：( あせって ) 半時間もか！

医者：（呉所を指して）なんなら、まず彼に向かって演説の腹案を練ってはいかがですか。重要なのは体を傷つ

　　　けないことです。今、呼びに行かせますから！

【医者は立ち上がって、賈貨を見つめる。しばらくすると、賈貨は頷き、医者はようやく指示を受けたかのよう

に退場する。

賈貨：（椅子を呉所の向かいに運びながら、頭を振って）なんたる仕事ぶりだ。今の若者は、将来苦労するぞ！

【賈貨は持ってきた小さな黒カバンから魔法瓶を取り出し、おいしそうに一口を飲んで、のどを湿らせ、軽い咳

払いを二つすると、机に置く。それから、冷たく呉所を見つめながら、まるで何かを聞いているかのように、

また時たましきりに頷く。しばらくして、立ち上がると、熱烈に拍手をする。顔には謙遜した笑みを浮かべている。

それから腰掛けると、また一口水を飲み、呉所に向かって、軽く頷いて見せ、非常に適切に軽く二度咳払いをする。

賈貨： 紳士淑女のみなさん、話すべきことは、先ほど局長がすべて話されました、感動しております、このよ

　　　うに部下を思い、部下をいたわる上司がいるとは。これは、私たちが前世で徳を積んだ証しでありまし

　　　ょう。（感動のあまりまた立ち上がり、拍手する）補足すべきことも、主任がみな補足して下さいました。

　　　非常によいタイミングでした。今、わが部門の代表として、私が今年上半期の仕事の状況を報告させて

　　　いただきます。我々は大量の仕事をこなし、わずかばかりの成績を上げました。しかるに皆さんがご存

　　　知のように、この成績は局長と主任のサポートがあってこそのものです。ここで、このことを強調する

　　　のは非常に必要であります。なぜならそれはお二人が私たちに心を配り、私たちをいたわってくださる

　　　ことの具体的な表現だからです。私の発言は全部で 7 部門、16 のテーマからなっています。まず、そ

　　　の一つ、最も大切な部分からお話いたします。それは、わが局が公共トイレを新設するうえで、紳士用

　　　と婦人用に分ける必要があるかどうかについてです。それは、全く不必要だと考えております。局長が



平成 21 年度研究成果報告書

46

　　　おっしゃった通り、人間がこの世に生まれ、飲む、打つ、買う……（ページをめくる）飲む、食う、出

　　　す上において、誰もトイレを離れることができないからであります……

【ライトが暗くなる。

【スポットライトが呉所を照らす。賈貨の影が行ったり来たりして揺れている。呉所の目は驚きのあまり彼を見

つめ、絶望的の光りを放っている。すべての明かりは消えさるのみ。そうだろう？】

( 三 )

【舞台照明の下で、顧忌はゆっくり患者服を脱ぐ。現われた服装はとてもファッショナブルだ。まるでニューヨ

ークの街角にいるチンピラか、父親のショートパンツを自分の長ズボンの上から穿いた若者みたいだ。

楊仁：( 生意気に ) みんなは俺を楊仁と呼ぶ。楊貴妃の楊、杏仁豆腐の仁。アメリカからきた弁護士さ。shit, さ

　　　あもう一度。I am from American , I am a lawyer。（観客に背を向け、まるで黒人の饒舌なミュージシャン、

　　　ラッパーだ、非常にリズミカルに）oh,baby, 朝起きて、窓開けて、まぶしい光に鳥が飛ぶ、蛇口をひねれば、

　　　シャワータイム、服をつかんで身にまとう。歯磨き歯ブラシエチケット、ティッシュにタオルに油取り、

　　　鬚そりフォームにコンディショナー、ソープシャンプーデオドラント、リンスミストにオーデコロン、

　　　ハンドクリームコールドクリーム、ヘアームースにヘアスプレー、毛抜きにブラシに爪切りばさみ、

　　　love me ,baby ！ Do you need me ? Oh ,yeah , 僕のことを知ってるだろ、woman, 町中の女は僕にくびっ

　　　たけ、僕にキスしたがっている！　Oh,woman? One は一で、一は one ,one は二じゃない、二も one じ

　　　ゃない、ワンワンいうのは犬の鳴き声……ワンワンは one、ワンワンワンは君の瞳、底に流れる涙がわ

　　　んわん。Damn、さあもう一度 ,you are such　a　foolish man ！

里白： ( またあの里白、登場、韻を踏んだセリフ ) 秋高く気爽やかに、風清くして雲淡し、山高くして月小さく、

　　　水落ち石出ず、天涼やかに素晴らしき秋！　ああ！　なんと美しい仲秋の景観！（楊仁は里白に挨拶を

　　　しようとするが、里白は続けて）おお、遠くに見ゆるあの宝塔、上は小さく下は大きい、いつの日か逆

　　　さまになったなら、――倒れるな。

楊仁：Hey ,sir, where  is  the  tower?　宝塔なんて、どこにあるんです？

里白：信ずれば有、信じざれば無。有は是れ無、無は是れ有！ ( 退場しようとする )

楊仁：Great ！ It’s funny.

里白：（気にせずに）閣下に会った瞬間、心が作りたての臭豆腐のようにときめいた。

楊仁：Yeah, 臭豆腐ね、bean curd with odor,smell bad,but taste good! How about the weather? （里白の分から

　　　なさそうなので）天気はどうだい！　ま、いいか、it’s fine 、素晴らしいじゃないか。

里白：彼は取りて之に代えるべきや？

楊仁：What are you doing here ？　Trip ？　なら一緒に遊ぼうぜ！　trip は好きかい？アメリカ人なら trip が

　　　大好きさ、どこでも trip、誰でも trip ！

里白：この言いと彼の言いに非ずなり！浮き草が偶然知り合っても、異郷の客に過ぎぬこと。おそらく国民に

　　　はなんの意味もないことだ。

楊仁：国民って、どの国の人？　中国人？　Chinese,Chinese がどうしたって？　食ベることに執着するでしょ

　　　う？　今のアメリカでは、どこに行っても Chinese レストランが見つかるよ。いくつか行ってみたけれど、

　　　そこの中華料理は中国のよりもっと Chinese らしかった。

里白：閣下はどちらの氏なりや？

楊仁：カリフォルニア、ロシアの近くです。

里白：道理で。漢有るを知らず、魏晋に論無し。

楊仁：漢や晋がなんだって、アメリカを知らずんば、天国を論ずるなしだよ！　アメリカを知っているかい？

　　　天国さ、paradise、そこでは、ホームレスでさえ、angle のような生活を送っている。Angle って、わか

　　　るかな、小さな翼をつけて、いつも男と女めがけて矢を放っている子どもたちのこと。
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里白： そやつ、乞食と同じではないか。雄大なる中華に、その輩ありとは、惰性のなせるわざか、論ずるに足りず！

楊仁：時代に遅れちゃうね、これが生活、life というものさ。ところで、いくらか学問がおありのようだ、友

　　　達になろうじゃありませんか。

里白：君子は君子と……

楊仁： 私は弁護士、司法官と似たようなものです。今はニューヨークに住んでいますが、ロンドンからも遠く

　　　ない、自転車で 40 分あまり、歩けば 2 時間ほどですよ。

楊仁：ほら、僕の住所ですよ。Sorry, 中国語はうまく書けないんだ、角張っていて、面倒くさい、やっぱり

　　　English のほうがいい。

里白：（悲憤して）悲しいかな！　倉颉字を造りし以来、かようになりしか！

楊仁：何か言った？

里白：Nothing!

楊仁：What?

里白：子曰く「知るを知るとし、知らざるを知らざるとする、これ知るなり！」

楊仁：あなたのお仕事は？

里白：一介の博士である、慙愧なり！

楊仁：Really?　僕は本当に目があってもなんとかを見ず……

里白：泰山だ。

楊仁：泰山って？

里白：泰山とは岳父であろう？

楊仁：岳父？　じゃ、僕は目があっても岳父が見えない。

里白：ご謙遜。 

楊仁：Sorry ！

里白：人は生まれながらにして之を知る者にあらず、孰か能く惑いなからん！

楊仁：But in American everyone can understand ……

里白：人は堯舜にあらず、孰か能く善を尽くさん？

楊仁：Also in England everyone can……

里白：人は聖賢にあらざれば、孰か過ちなからん？　天下の人、皆賢能わず、皆不賢能わず！　大巧は為さざ

　　　る所にあり、大智は慮らざる所にあり。

楊仁：Everyone……僕……僕……

里白：意気軒昂、海千山千、汗牛充棟、熟読玩味、精励恪勤、博覧強記、君はなにを言いたいのかね？

楊仁：僕……僕には……I  I  don’t  know.

里白：一知半解、浅学菲才、牽強付会、荒唐無稽、愚昧無知、無学無能、夜郎自大。生きるべきか死ぬべきか、

　　　To be or not to be ,damn , you are  such a foolish stupid guy .

楊仁：高く……高く……God!　高く……秋高く気爽やかに、風清くして雲淡し、山高くして月小さく、水落ち

　　　石出ず、天涼やかに素晴らしき秋！　これ……（急に何かを気づいた）これって……これって英語でど

　　　う言えばいいんだ？　高く……高く……（里白は気に留めない）なんてこった、あんたのせいだ、長年

　　　の蓄積をあんたがこなごなにしちまったんだ。神様、俺は十五年かけて英語を勉強し、五年かけて

　　　TOFFL を受験、アメリカで七年間発音を学んだんだぞ。イギリスで三年間文法を勉強したおかげで、ス

　　　コットランドの田舎のアクセントとマンハッタン第五番街地区のアクセントの差も、オーストラリアア

　　　ボリジニの接尾語と西インド諸島住民の接頭語に違いがある理由だって知っているというのに、なんて

　　　こった！　全部あんたが、あんたが台無しにしたんだ！（京劇の隈取り役者のように）ウヤヤ……！！

　　　（慌てて顔を遮って、退場して、すぐに戻って）みなさん、僕は精神病院で弁護士の仕事をしています、

　　　よろしければ、遊びに来てくださいね！　ワー！（退場する）
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里白：（ぼんやりと彼を見て、突然に空を仰ぎ見てため息をつく）この世はこぞって皆濁り、我ひとり清らかな

　　　り。衆人は皆酔いしれ、我ひとり目覚めている。Right ? Hakunamatata !

【顔を覆って泣きながら、がっかりして退場。

【照明急に消える。

( 四 )

【舞台は精神病院の廊下。大げさに長く続いており、息苦しくさせる空間だ。光りが窓の格子を通り、青白い壁

に変形して捻じ曲がった網のような影を映している。里白は緊張した面持ちで廊下の長いベンチに座っている。

彼は絶えず横を見る。そこには真っ黒なドアが、青白い壁に浮かび上がり、重々しい雰囲気を増している。ド

アがギーと鳴り、知らぬまに開く。里白が緊張し集中してドアを見ていると、ゆっくりと、顧忌が猫のように

抜き足差し足で出てきた。

顧忌：こちらでお待ちなさい、でも長時間は困りますよ。まもなく院長が回診を終えて戻ってこられますが、

　　　医者と患者以外には、誰にもお会いになりません。（崇拝して）院長は――（憧れて）確かに元はここの

　　　患者でした。そんなに驚くことではありません、うちは精神病院なんですから！　彼の病は彼の助けに

　　　なりました。閉所恐怖症でした。5 歳で入院して、今ではもう 57 歳になりました。病室から出たばか

　　　りの患者にはよくあることですが、うちの院長は特に病室を懐かしんでいます。だから回診が大好きな

　　　んです。毎日この時間に、回診にやってきます。もしここで外部の人間を見つけたら、彼はきっとずっ

　　　と私を見つめるでしょう。ご存知ですか、閉所恐怖症の患者は人を見つめることが好きなのです。それに、

　　　彼は院長ですから、彼がその気になれば、一日中だってあなたを見つめておれます。だから、病院の人々

　　　はみな彼のことを怖がっています。

里白：（あわただしく立って）閣下の意や如何？

顧忌：うちの院長ですか？　ほら、彼女ですよ！　すぐ来ますから。

里白：其の形や、如何？

顧忌：見たら分かるでしょう。

里白：その名は何と申す？

顧忌：会ったら、自分で教えてくれるでしょう。

里白：し……しかるに、先に告げんことを望む。

顧忌：彼女の名前は周文天、躁病患者です。田舎育ちで、家族が精一杯節約して学校を出しました。前後八回

　　　大学入試を受けました。七回失敗し、八年目には家から出ず部屋に引きこもって一心不乱に毛主席の『持

　　　久戦論』を読み、ついに悟ったのです。そして、一挙に全県で一番の成績をとりました。しかし、運が

　　　悪かった。内申書審査で、県の計画出産委員会所長室副科長の四男坊の裏口入学と重なり、彼女が落と

　　　されたのです。ひどいもんですよ、彼女の点数はその計画出産委員会所長室副科長の四男坊より 80 点

　　　近く高かったんですよ。

里白：かわいそうに。

顧忌：彼女の志望校はその県に一名の枠しかなかったのです。彼女だって考えもしませんでした、幹部の息子

　　　にそんな高得点が取れるだなんて。それで、彼女は家を飛び出し、ゆがんだ柳の枝の上で五日間を過ごし、

　　　ついに空腹で目が回って、木から落ちました。そして、あんなふうになってしまったのです。

里白：掌撃を以て（し）、之をして清醒せしむ。

顧忌：彼女は私たちよりずっと明晰です、決して侮ってはなりません。見ていてごらんなさい。

里白：人を噛むのか？

顧忌：誰がそんなことをいいました。

里白：ことわざにあるではないか「狂人よく人を噛む」と。

顧忌：まさか？……そいつらこそキチガイです！（顧忌は抜き足差し足でドアから出ていく）
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【すぐにドアは閉まり、里白一人でベンチに座っていらいらして待っている】

【しばらくすると、いつの間にかドアが開き、顧忌が周文天を連れて登場。周文天は色白の若い女で、服装もさ

っぱりしていて、顔つきが傲慢そう。顧忌は注意深く彼女を里白の前に連れていく。

顧忌：( 小さな声で ) おまたせしました。お話しください！（それから、また抜き足差し足で退場し、そっとド

　　　アを閉める。）

【周文天は里白の前にすっくと立つ。その目つきはまるで相手をさげすむようでもあり、見透かすようでもある。

里白は見つめられてちょっと慌てたが、無理やり落ち着いた様子を見せる。二人は黙ったままお互いに見つめ

ている。】

里白：（長い間かかって、やっと）この……その……あの……そう！ ( 言うことが支離滅裂になる )

周文天： （突然、爆発したように大きな声で叫びだす）このではなく、そのではなく、あのではなく、私である、

　　　　私が周文天だ。円周率の周、文学の文、天才の天。レーニンは 1918 年にこう言った、まもなく、ミ

　　　　ルクが手に入る、パンも、何もかもが手に入るだろう。こっちに来たまえ、あなた、そうだ、あなた

　　　　たちは私の両腕だ。

里白：そう……はい、yeah!

周文天：yeah ？　知っているか？　マルクスはユダヤ人、アインシュタインもユダヤ人、フロイトもユダヤ人

　　　　だ。だが彼らはみなドイツ人でもある。そのわけを知っているかね？

里白：いいえ、知りません。

周文天： 彼らの両親がドイツ人だったからだ。ヒトラーはドイツ人だから、ヒトラーの両親はきっとドイツ人だ。

　　　　これは正しいか。いいや、命題が成り立っていないな。では、なぜマルクスがドイツ人なのか？　ど

　　　　うしてだろう？（彼女はいらだって行ったり来たりして、急に悟ったような様子）ああ、そうだ、コ

　　　　ールがドイツ人で、彼が総理だからだ。だが、すぐ首になる、そうだ、総理だ、これは政経の時事問題ね、

　　　　うん、間違いない、選択問題だわ。答えは A だったけど、私は正解できたのかしら（いらだって）分

　　　　からない、分からない、その年の国民総生産は前年より 13.37％増加した。そうよ、間違いない、正

　　　　解だったわ、92 点だった、うん、私は 92 点だったのよ。（突然里白に怒鳴って）それでは、マルク

　　　　スはなぜドイツ人だか分かったかね？

里白：（用心深い）はい、分かりました。

周文天：ほう？　なぜです？

里白：わ……私は……

周文天：（得意そうに）ほら、分からないでしょう、怖いのですか、あなたは自分がなにを怖がっているのかを

　　　　分かっていますか。それは、今、私が上司、あなたの上司、全世界の支配者だからです。まさにこのために、

　　　　誰もが私に服従し、私は好きなように振舞っているのです。

里白：私には……上司などいないのですが。

周文天：私が君の上司ではないか、君は上司などいないと言い張るのか。私が全人類を指導しているのだ。

里白：独断専行。

周文天：その言葉には聞き覚えがある。ヒトラーか（突然顔を遮って泣き叫んで）、ヒトラー、天よ、私はどう

　　　　して故郷の老人たちに顔向けできよう！（突然立ち上がり）そうだ、私の愛馬は？　私の八百の家来は？

　　　　私の剣は？　そうだ、私は自刎せねば、故郷の老人たちに顔向けできないのだ！　まず、私は背水の

　　　　陣を敷く、そして、四面楚歌となり、敵に囲まれて、そして今、今自刎しようとしている。だが、私

　　　　の剣はどこだ？

里白：そんな……、私は……、これではただの口実だ、口実だ。

周文天：（突然里白を見つめて、長い間黙って、ベンチのところに戻って座り、手で顔を覆って、長い間そのま

　　　　ま、頭を上げると、ぼんやりと前を見ながら、独り言）口実、口実……

里白：（急いで彼女を中断させて）僕は……だけど……すまない。
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周文天：（急に体の向きを変えて、指を唇の上に、里白に何も言うなと示した。そして、彼女はぼんやり前を見

　　　　て、独り言を言う）1553 年、ポルトガル商人は嵐に遭ったことを口実に、マカオに駐留した。1793 年、

　　　　イギリスはポルトガル、オーストリア、オランダ、イタリア、スペインなどの国家を集めて、フラン

　　　　スがルイ 16 世を処刑したことを口実にして、第一次対仏大同盟を設立した。1853 年、ロシアはトル

　　　　コ政府がギリシア正教徒を迫害したことを口実に、トルコに派兵した。1898 年、アメリカはキュー

　　　　バ解放を口実に、米西戦争を起こした。1914 年、オーストリアはサラエボ事件を口実に、セルビア

　　　　に宣戦布告し、第一次世界大戦が勃発した。1956 年、イギリスとフランスは運河保護を口実に、エ

　　　　ジプトに侵入し、スエズ戦争（第二次中東戦争）を起こした。1927 年……

里白：どうしてそんなに詳しく知っているんですか？

周文天：（中断されて、怒って）今どこまでしゃべった、どこまでだった？

里白：そ……それは……えと、１９…… 27……そう、27 年までです。

周文天：  27、そうとも、月が地球の周りを一周公転に要する時間は 27.32 日で、月の変化の周期は 29.53 日だ。

　　　　天王星の公転周期は 84 年で、海王星の自転周期は 18 時間ぐらい、冥王星公転の平均スピードは

　　　　4.74 毎秒キロメートルだ。（急に止まって、里白をじっと見て）君は誰だね？

里白：私は……

周文天：（独り言を言う）三皇五帝夏商周、秦漢三国南北朝、隋唐、五代宋元、明清、「12•9」、「９•18」、百万

　　　　の精鋭楊子江を越え、朝鮮援助のアメリカ戦、一途に鋼鉄精錬し、共産主義に飛び込もう。ねえ、あ

　　　　なたはもしや乾隆皇帝ではないでしょうね！どうなんです、皇帝なのですか？（突然発作のように）

　　　　さては、お前の父親は計画出産委員会所長室副科長だな！（里白に噛みつく）

【この時、ドアが開き、顧忌が慌てて入ってくる。

里白：（痛がって）い、……痛い。

顧忌：（里白に慌てないよう指示して）発作です。

里白：どうすれば？

顧忌：（周文天に向い、突然叫んで）電話代がまた下がったぞ！

【陶酔していた周文天は急に元に戻る。

周文天：（顧忌を見つめて）強子、強子、値下げよ、値下げ！　値下がりよ！（逃げるようにドアから退場する）

里白：（顧忌を責める）あなたのせいで……彼女が驚いて出ていってしまった。

顧忌：大丈夫、彼女は入院患者と恋愛しているんだ！

里白：恋愛だって？

顧忌：強子は彼氏の名前だよ。もとはハッカーなんだが。ある夜、ネット作家になろうと思い立ち、連続 15

　　　万個のカキコミを発表、30 数万字を書いた。おかげでネット代に 4 万元もの借金をした。それで、う

　　　ちの病院に来ることになった。

里白：ここに？

顧忌：うちの病院では患者の電話代はただだからね。狂う前の彼にとって最大の悩みは電話代がずっと高額だ

　　　ったということ。ここは彼らにとっては天国みたいな場所だよ。

里白：あの二人、本当に恋愛しているのか？

顧忌：二人の間の感情にはわずかの不純物が入り込む余裕さえない。この精神病院を出たら、そんな純真な感

　　　情なんて二度とお目にかかれないさ。ほら、そろそろ時間だ、お見送りをしよう。

里白：また来てもかまわないかな？

顧忌：僕が、できるだけ手配してあげるよ。

【顧忌退場。

【周文天登場。

周文天：（暗唱するように）暮に石壕村に投ず、吏ありて夜に人を捉う、老翁垣を越えて走り……
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里白：周文天、本当に君なのか？

周文天：言いたいことがある。

里白：何だい？　話してごらんよ！

周文天：（急に里白の前に行って、里白の両手をしっかり握って、心をこめて）兄弟、達者でな。君の指導者と

　　　　して言っておくが、もしも、あちらで本当にもう我慢できなくなったら、帰っておいで。ここには私

　　　　たちがいるから！　私たちがね！　またお目にかかりましょう！

【言い終え、振り向くと、雨のような涙。突然、走って退場。里白は解せない様子で、その退場する方を見ている。

里白：我こそあなたの愛馬、我こそあなたの剣、我こそあなたの八百の家来なのに。

【照明落ちる。

（五）

【ライトがついて、楊仁はスポットライト下に現れた。このとき、彼は霜で萎びたナスビのように、まるで元気

がない】

楊仁：僕は楊仁、英語なんか、もうしゃべれない。まだ弁護士をしているが、自転車通勤するまでになってし

　　　まった。

【舞台はある春の夜の光景。

【黒くて狭い露地の隅、一つの街灯が淋しそうに光っている。

【遠くから、かすかな車のエンジン音が聞こえる。

【楊仁はびくびくと自転車を押して舞台に上り、注意深くあたりを見回している。

楊仁： （気もそぞろ、大声で唱えている）母豚が十匹の子豚と川を渡る。一回目は三匹渡し、二回は五匹渡した。

　　　母豚数えてこう言った、うん、そろったわ。さてどういうことでしょう？（彼はびくびくと周囲をながめ、

　　　何かに注意深く耳をそばだてているように）母豚が十匹の子豚と川を渡る。一回目は三匹渡し、二回は

　　　五匹渡した。母豚数えてこう言った、うん、そろったわ。さてどういうことでしょう？（音楽が始まり、

　　　ゆっくり止まって振り返って）母豚数えてこう言った、うん、そろったわ。さて……

【呉所が暗闇から、街灯の下に飛び出してきた。彼は頭に黒色のストッキングを被って、手には逆さまにピスト

ルを持っている。なので、楊仁を狙っているつもりが、銃口は自分に向いている。

呉所：（怒鳴って）動くな！

【楊仁がびっくりして両手を上げると、自転車がどすんと倒れる。

楊仁：（口はまだ止まらない）……どういうことでしょう？

呉所：母豚は数を数えられない。

楊仁：そう……その通り。

【楊仁が驚きながら好奇の目で呉所を見たので、呉所はようやく今までピストルを逆さまにしていたことに気づ

き、慌てて銃口をひっくり返す。

呉所：動くな！　これは本物だぞ。

楊仁：（震えて）家には 80 歳の母がいて、世話をしなければならないんです……

呉所：くそ、3 歳の息子もいるんじゃないのか？

楊仁：どうしてご存じなんですか？

呉所：うるさい、あまりにも時代遅れだ。ほかのセリフにしろ！　もっと新しいやつに！

楊仁：（まだ震えて）お願いだから、僕を殺さないで。

呉所：誰が殺すといった？

楊仁：じゃ、何の用で？

呉所：俺に聞くのか？

楊仁：いいえ、いいえ、自分に聞いているのです！（震えて）退社したところで、ほら、自転車が壊れて、乗
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　　　れないんだ。

呉所：そんなの関係ねえ。

楊仁：ああ、金か、（金を出しながらつぶやく）今日出たばかりのボーナス、全部で 200 元です、全部あげます！

呉所：（ピストルで楊仁を指して）金なんかいらねえ！

楊仁：じゃ、なにがしたいんで？

呉所：（怒って）また俺に聞くのか？

楊仁：いいえ、いいえ、自分に……自分に聞いているのです。

呉所：じゃあ、お前はなにをしたいんだ？

楊仁：僕……僕は……分からない。

呉所：お前、分からないのか？！。

楊仁：僕？

呉所：仕事は？

楊仁：弁護士です。

呉所：なるほどな。

【ぱんと銃声が響き、楊仁が撃たれて、倒れる。

楊仁：（片手で胸を押さえ、片手で呉所を指して）僕……僕……

呉所：それがどうした？　まさか訴訟料が欲しいんじゃあるまい？　そんな資格があるのか？　さっさと死ね。

【楊仁は舞台じゅう死に心地の良さそうな場所を探しまわる。

呉所：何を探してるんだよ？　さっさと死ねよ！

【楊仁ついに地面に倒れ、死ぬ。

呉所：弁護士だって！　フン！　一日中でたらめばっかり、何もかもお前らが話してしまうんだから。俺は弁

　　　護士が一番嫌いだ。（彼は頭から黒色ストッキングを脱ぎ捨て、スマートに銃口に息を吹きつける。身を

　　　かがめて楊仁の手の中から金を奪ったが、また楊仁のポケットから金を探し出した。数えて）ちくしょう、

　　　死ぬまで騙しやがって、400 元じゃねえか、わかっていたさ。金なんて、どうでもいいんだ！

【スポットライトが呉所を照らす。呉所は手を振り上げると、色とりどりの紙幣が舞い飛ぶ。彼は体の向きを変

えて退場。

【照明急に落ちる。

（六）

【刑務所の面会室、重苦しくて恐ろしいところ。

【淋しそうな光りの下に、呉所と咪咪は向かい合って座って、呉所は嬉しそうだが、咪咪は憂鬱そう。

呉所：ほら、ほら、どうしたんだ、今、刑務所に入ってるのはこの僕で、君じゃないんだから、僕と話をしてくれよ。

咪咪：呉所、どうしてあの人を殺したの？

呉所：あいつが君の彼氏をいじめたら、僕がやっつけてやるって約束しただろう。

咪咪：でも、そんなに簡単に人を殺してはいけないわ。あの人は海外でとても有名な弁護士だそうよ。

呉所：その上、彼はペテン師だ。ペテン師の上に弁護士、この二つの理由で、僕は奴を殺したんだ。

咪咪：そんな！

呉所： 実は君のために仕返ししてやろうと思っただけじゃない、法廷に出たいからなんだ。想像できるかな？（憧

　　　れて）法廷で裁判を受けると、たくさんの人が僕に話しかけてくれるだろう。警官や、裁判官や、それ

　　　に記者も、彼らはいろんな質問をして、それから、熱心に僕の話を聞くはずだ。そうしたら、僕は話し

　　　たいことをなにもかも話してやるんだ。どんなに楽しいだろう。この何十年間抑えてきたことばをみな

　　　吐き出してやるよ。彼らに教えてやるんだ、僕の考え、僕のしたこと。ああ、なんてステキなんだろう。

　　　その時になったら、きっと裁判を聞きに来ておくれよ。絶対だよ、約束してくれるね、絶対に。
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咪咪：それで、よかったの？

呉所：満腹の人には空腹の苦しさがわからない。理解できないだろうね。いいか悪いかの問題じゃないんだ。

　　　それは僕の理想であり夢だ。人が生きるのは、何のためだ？　理想と夢の実現のためさ。それこそが僕

　　　の人生の目標なんだ。

咪咪：でも、将来のことも考えてちょうだい、処刑されるかもしれないし、どんなに軽くても何十年も刑務所

　　　に入らなくちゃいけないのよ。

呉所：それこそ僕の切なる願いだ。

咪咪：命を代償にするなんて、高すぎるわよ。

【沈黙。

咪咪：どうやって自首したの？

呉所：いい質問だ。いやあ面白かったよ。

咪咪：面白い？

呉所：そう、たまらなくね。ピストルであいつを殺した。あの野郎、ペテン師め。それから、僕は金を盗った。

　　　もちろんあいつ体の上に投げ捨てた。僕は金なんかいらないからね。あいつはポケットに 400 元がもっ

　　　ていたくせに、200 元しかないって言いやがった。（辛そうに）ちくしょう、死ぬまで僕を騙すなんて、（泣

　　　き出しそう）僕を騙したんだ。僕は金を盗ってから、やっとのことで、警官署を見つけた。でも中にい

　　　た警官は電話をかけていた。あいつ、きっと恋愛中に違いないよ。

咪咪：恋愛ですって？　そんなことを考えていたの？

呉所：彼の話から察するところ、婚約者は女で、アメリカ銀行で働いてるギニア人らしい、月給はボーナスを

　　　除いて 1300 元、失業と医療保険は別枠だ。その日、彼らはもう 11 時間 41 分 45 秒も会ってなかった

　　　んだってさ。正直に言おう。その時、僕は必死になって話しかけたい衝動を抑えた、邪魔したくなかっ

　　　たんだ。

咪咪：結局、話したの？

呉所：( 彼女にかまわず ) 分かるかい？　恋愛中の若者の気持ち、僕にはよく分かるんだ。あの感覚ときたら、

　　　大統領にしてやると言われても、なんの躊躇もなく断るだろうね。

咪咪：あんたって案外やさしいのね！

咪咪：彼はずっと電話をかけていたの？

呉所：そんなはずないだろう？　ほんの半時間ぐらいさ。そのおしゃべりの様子を見ているだけでも、楽しか

　　　ったよ。僕にはそれを邪魔する理由が見つからなかった。ついに、彼は電話を切って、僕に何か用かと

　　　聞いてくれた。分かるかい、その時、彼の話す様子がどんなに優雅だったか。

呉所：それから、僕はピストルを机に置いて、身体についた返り血を見せた。彼は驚いた目で僕を見つめ、警

　　　報ベルを押した。数分後、パトカーがやってきて、７，８人の警官が飛び込んできた。彼らはあっという

　　　間に僕に手錠をはめて、パトカーに押し込んだ。僕は頼んで、事件の現場に連れて行ってもらった。あ

　　　のバカヤローを殺したところへね。それから……僕はここに拘置されたわけだ。

咪咪：取り調べはすんだの？

呉所：いつ取り調べをするのか何度も聞いたのだけど、相手にしてくれないんだ。もう我慢できないよ。分か

　　　るだろう。この間、だれも僕と話してくれないんだよ。取り調べの時以外、警官は勝手に容疑者と話し

　　　てはいけないことになっているからね。

咪咪：（泣いている）死刑になるかもしれないわ。

呉所：泣かないで、咪咪。

咪咪：だけど、いい方法があるわ。

呉所：裁判所にいけなくなるなんて、いやだぞ。

咪咪：大丈夫、裁判の時間を延ばしてあげる。狂ったフリをするのよ！
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呉所：フリだって？

咪咪：そうよ、キチガイのフリをするの。取り調べてくれないのは、あなたをキチガイだと思っているからか

　　　もしれない。だって、もともとあなたのした行為はキチガイ沙汰だもの。

呉所：（怒っている）キチガイじゃないって。

咪咪：自分をキチガイだと認めるキチガイはいないわ。とりあえずこんなふうに、取り調べには、時々正直に

　　　答えて、時々嘘をつくの。つまり、相手によって話す言葉と変えるのよ。もし彼らがあなたを本当のキ

　　　チガイだと認めたら、あなたを顧忌の病院に送ってくれるわ。そうすれば、数年で退院できる。それに、

　　　そこにはたくさんのキチガイがいて、あなたの話を聞いてくれるわよ。（小さい声で）行けば分かるわ。

　　　忘れないでね、きっとよ。

【咪咪退場。

【両手を有為の後ろで組んで、湯足りと椅子の背にもたれている。

呉所：（この上ない憧れをこめて）まるで天国みたいなところだな！

【明かりが暗くなる。

【巨大な鉄格子を閉じる音。

( 七 )

【暗闇、場外の声。裁判官の厳粛な声：これから、本法廷は判決を下す。被告人呉所は殺人罪及び強奪罪のため、

法律により死刑を宣告する。直ちに死刑執行所に行き、銃殺に処す。ただし、本日は暴風雨であり、英雄の冤

罪という疑惑を免れるために、刑の執行は天気が晴れるまで延期する。以上。

【照明がつく、場面は第６場と同じだが、テーブルの真ん中が斜めの網で切られている。呉所と顧忌、咪咪三人

が向かい合って座っている、三人とも憂鬱そう。

咪咪：天気予報によれば、明日……明日は晴れだって。

呉所：うん。

顧忌：（慎重に）咪咪が言ったろう？（小さい声）キチガイのフリをしろって。

呉所：チャンスがなかったんだ。

咪咪：取り調べられなかったの？

呉所：いや。

咪咪：じゃあ、いったいどうして？（しばし、呉所は頭を下げたまま何も言わない）話をするのがあんなに好

　　　きだったじゃないの？　どうなのよ！

顧忌：咪咪、責めないでやってくれよ。彼らはどんなふうに取り調べたんだ？

呉所：  彼らは僕を取調室につれていった。全部で６人、その上、記録係までいたんだ。そんなの初めての経験だ。

　　　僕はこれまで生きてきていちばん落ち着いた口ぶりで彼らに強盗と殺人の経過を話してやったよ。

咪咪：人によって言葉を変えなさいって言ったでしょう。

呉所：もしデタラメを言えば、彼らは聞いてくれただろうか？　それに、あんなに静かに話を聞いてくれたん

　　　だもの。僕にしたら、死んだって本望さ。

咪咪：（怒っている）死ぬって？　死んだら、誰もあなたの話なんか聞いてくれないわよ！

顧忌：落ち着いて、咪咪。精神鑑定をしていないなら、簡単に処刑にはできないよ。

咪咪：でも、もう死刑に決まったのよ！

顧忌：それが奇妙なんだ。

呉所：最後に、彼らは僕に試験問題を渡した。全問正解すれば、僕の分析を聞いてやるって。僕の分析を聞い

　　　てくれるんだって、分かるかい？　それは、僕の話を聞いてくれるってことだよ、ああ、僕の話を聞い

　　　てくれるんだ！

顧忌：（腹を立て）それが鑑定だったんだ。
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咪咪：（待てない）結果は？

呉所：（つらそうに）全問正解した。

顧忌：君はキチガイではない、それが証拠だ。

咪咪：法廷へは出なかったの？

顧忌：（苦しげに）出たよ。犯行を包み隠さず自供するように言われた。

咪咪：法廷でしょう？　たくさん人のいる前で、どうして言わなかったのよ？　無実だと申し立てることもで

　　　きたのに！

呉所：（苦笑い）無実じゃないよ。事実なんだ。僕は壇上で、憎しみのみなぎるたくさんの瞳と向き合った。そ

　　　の瞬間、突然僕はもう何も話したくなくなったと悟った。これまで僕はずっと事実を語ってきたのに、

　　　誰も聞いてくれなかった。今頃になって、こんなに多くの人の前で嘘をつけと言われても、僕にはでき

　　　ないよ。

咪咪：じゃあ……このまま諦めるの？

呉所：これは報いだから、僕は……後悔していない。

【沈黙。明かりがだんだん明るくなって。外から警官の叫び声が聞こえる。

警官甲：面会は終わりだ。晴れてきたから、犯人呉所を直ちに死刑執行所に移送し、銃殺に処す。

警官乙：晴れるのは明日じゃなかったのか？

警官甲：世の中なんて、誰に分かるもんか、変わるときは、変わるのさ。

警官乙：何のことだい？

警官甲：天気のことさ！　ほら、呉所、出て来い、虹を見につれて行ってやるぞ。

【顧忌と咪咪が悲しそうに呉所を見つめている。

呉所：そんな顔して、まるで僕が英雄みたいじゃないか。

咪咪：呉所、あんたはいい人よ、きっと天国へ行けるわ。

呉所：（会心の笑みを浮かべて）本当にそう思ってくれるの？　咪咪。四日前、僕は遺言状を書いたんだ。死者

　　　の家族に 3 万元を渡すようにって。残りの全部は君と顧忌にあげることにした。

咪咪：（驚いて手を引っ込めて）あんた……（顧忌も驚いて振り返り、呉所を見つめる。）

呉所：そんな目で見つめないでくれよ、言っただろう、僕は金持ちだって。あの富豪のおじさんが遺してくれ

　　　たものだよ。猫の取り分よりは少ないけど、僕だってかなりの金持ちさ。

咪咪：金持ちのおじさんって、本当だったの？

呉所：君を騙すわけがないだろう？　もし多すぎるだと思うなら、詩人様に 10 万元贈ってくれてもいいよ、

　　　ずっと僕にやさしくしてくれたから。

【沈黙。

呉所： 顧忌、僕と咪咪をしばらく二人にしてくれないか？

【顧忌が頷いて退場する。呉所と咪咪お互いに相手を見つめている。

咪咪：呉所、私に何を話したいの？　どうしてしゃべらないのよ？　いつだって誰かと話したがってたじゃな

　　　いの？　あんた、もうすぐ虹を見に行くのよ、天国へ昇るのよ。私天国がどこにあるのかは知らない、

　　　きっと遠いところだわ。そうしたら、二度とここに戻って私と会うことはできないのよ。そうでしょう？

　　　（咪咪は彼女のかつらとメガネをはずして、純情そうな女の子になり、呉所の前で立っている）だから、

　　　今、私の顔をよく見て覚えておいてちょうだい。おしゃべりしてよ。お金なんて要らないから。

【呉所は少し頭を振ると、つらそうに笑った。立ち上がって咪咪の前まで歩く。咪咪の額にキスをする。

呉所：（かすかな声で）咪咪、今最も言いたいのは、この一生で最も言いたいことで、君にだけ言いたいことな

　　　んだ。たった５文字――あいしてる。

【咪咪が頭を上げて呉所をみつめている。顔中涙でぬれている。

【外から警官の叫び声：「呉所、早くしろ、でないと、また雨が降るぞ。」
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呉所：（気楽に笑って）まあ、体を大事に。彼らが僕を待っているよ、虹を見に行こうってさ。ほら、僕はもう

　　　待ち切れないんだ。さようなら！

咪咪：（悲しそう）呉――所！　私も愛してるわ！

呉所：（ぼんやり咪咪を見つめて）ありがとう、そんな悲しそうな顔しないで。教えてあげる、彼らの話では、

　　　天国は遠くじゃないらしい。天国はすぐ隣にあるって、そこも精神病院なんだってさ！（小さな声で歌う）

　　　おばかさん、敷居に腰かけ、ねだってる。嫁さんほしいとねだってる。嫁さんもらってどうするの？　

　　　灯りをつけたら話の相手、灯を消したら寝んねの相手……

【呉所がしっかりした足どりで退場する、咪咪が立ち上がって彼を見送る。

咪咪：（小さな声で歌う）模様の服着た子ツバメが、毎年春にやってくる。なんでここに来るのかな？……（独

　　　り言）天国の春が一番きれいなんだって。

【照明が暗くなる】

（八）

【照明つく。シーンは第５場と同じ。

【舞台はある春の夜の光景。黒くて狭い露地の一角、一つの街灯が淋し気に光っている。

遠くから、かすかな車のエンジン音が聞こえる。

【楊仁がびくびくしながら自転車を押して登場。彼は注意深くあたりを見回す。

楊仁：僕は楊仁、英語なんか、もうしゃべれない。まだ弁護士をしているが、自転車通勤するまでになってし

　　　まった……（注意深く）首のない熊は首ナシ熊で、しっぽのない熊は尾ナシ熊、チンチンのない熊は何

　　　熊だろう？（彼は臆病で見回して、まるで何かが聞こえるように）首のない熊は首ナシ熊で、しっぽの

　　　ない熊は尾ナシ熊、チンチンのない熊は何熊だろう？……チンナシ熊かな？

【呉所が暗やみから飛び出し、街灯の下に現れる、手にはピストルを持っている。

呉所：（怒鳴って）動くな！

【楊仁が慌てて手を上げると、自転車はドスンと倒れる】

楊仁：( 震えている ) チンナシ熊かな？

呉所：あほ、メス熊だ。

楊仁：そう……その通りだ。けど、家には……

呉所：（厳しそう）ちょっと待て。（呉所がポケットから黒色のストッキングを取り出し、楊仁の見つめる中自

　　　分の頭に被り、それから手に持っているピストルを振って）続けろ！

楊仁：家には 80 歳の母がいて、その世話をしなければならないんです……

呉所：くそ、3 歳の息子もいるんだろう！

楊仁：そのとおり。

呉所：へたくそ、同情してもらおうってのか？　だめだ。

楊仁：（まだ震えて）申し訳ありません、そんなつもりじゃないんです。お願いだから、僕を殺さないでください。

呉所：誰が殺すといった？

楊仁：じゃ、何のご用ですか？

呉所：俺に聞くのか？

楊仁：  いいえ、いいえ、自分に聞いているだけです。（震えて）退社してから、ほら、自転車が壊れてしまって、

　　　乗れないんです。

呉所：うるさい！　金を出せ。

楊仁：ああ、（金を出しながらつぶやく）あなたは運がいい。今日、ボーナスをもらったばかり、全部で 200

　　　元あります。（呉所に渡そうとしたが、また手を引っ込めて）呉所：（ピストルで楊仁を指して）どうした？

楊仁：全部は渡せない！
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呉所：なぜだ？

楊仁：1 元増えれば、あなたはその分犯罪の深淵に近づくんですよ！　100 元だったら、ずいぶん刑が軽くな

　　　るでしょう！　どうですか？

呉所：だめだ。でないと、殺すぞ！（楊仁がそのまま立っているのを見て）仕事は？

楊仁：弁護士です。将来、罪を犯すことがあれば、相談にきてください。

呉所：弁護士だって？　いつもテレビや、法廷でうろうろして、しゃべり続けているヤツか？

楊仁：（急いで正して）それが僕たちの仕事のやり方です、正義を守っているのです……

呉所：（ピストルで楊仁の頭にあてる）正義だって？　それなら、今すぐその正義ってヤツを守ってみせてもら

　　　おうじゃないか！　全部出せ！　出さないと、お前の頭に花が咲くぞ！

楊仁：100 元を渡せば、イギリスカリフォルニア刑法の第七章の 135 条によって、今の状況では、最も長くて

　　　も懲役半年ですみます、しかし、全部渡せば、懲役二年になりますよ。ちょっと計算してみても、引き

　　　合わないでしょう。これは職業倫理の問題です。当事者の利益を考えること。そのために私は主張します。

呉所：本当に撃つぞ！

楊仁：（震えて）お願いです、撃たないで。撃つと、どうなると思います？

呉所：さあね。

楊仁：第一に、私は死にます。あっという間に、あまり速くて苦しみなども感じないまま、伝統的な言い方に

　　　よると、天国に行くのでしょう。その後、私は烈士に認められるかもしれません。死の直前の反抗が暴

　　　徒と戦う正義の痕跡と認められて。こうなると、多くの人が私のことを学び、悼んで、葬式に参列する

　　　でしょう。イギリスのテキストに載って、フランスの子供たちが私の正義の行為を学ぶかもしれません。

　　　ところで、あなた、子供がいますか？

呉所：いや。

楊仁：それでは、あなたのお父さんに子供はいますか？

呉所：( 頷いて ) 俺は一人っ子だ。

楊仁：その子供も私のことを学ぶでしょう。公衆道徳の典型的な例として、私のことがドイツの大学のテキス

　　　トに載るかもしれない、でも、私にとって、最もうれしいのは、毎日オフィスでリンちゃんの向いに座

　　　って……。

呉所：リンちゃんって？

楊仁：ええ、リンちゃんは僕の同僚なんです、彼女がどんなに美しくてセクシーか知らないんでしょう。オー

　　　ドリー・ヘップバーンを知っていますか？

呉所：( 頷く ) ああ。

楊仁：彼女の前では、オードリー・ヘップバーンだって、４点にしかにならない、百点満点でね。知らないか

　　　もしれないけど、僕は点が甘いんですよ。( 落ち込んで ) もちろん、リンちゃんはいつも僕に冷たい、彼

　　　女はいつも僕のことに目もくれない、僕の取り扱った事件にもまるで興味を持たない。しかし……（興

　　　奮して）もしあなたに殺されたら、僕を見直すに違いない。もしかしたら、これからは毎年の今日、僕

　　　のお墓に花束を供えてくれるかもしれない。しかもバラの花束を。

呉所：カーネーションかもな。

楊仁：まあ、それは彼女次第だから。でも、彼女はきっと鼻が赤くなるほど泣いてくれるにちがいないんだ。

　　　ニンジンみたいに真っ赤になるまで。

呉所：いや、ハバネロかもな。

楊仁、呉所：（同時に）アルゼンチンの首都ニューデリー産のやつだ。

楊仁：彼女はきっと後悔する、そうに違いない。なんてすてきなんだろう。（うっとり）

呉所：じゃ、俺は？

楊仁：なに？（目を覚ます）あんたか？
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呉所：俺様だよ。（ピストル持つ手をかえる）

楊仁：あんたねえ、ちょっと考えてみようか、あんたなら、きっとこうだ。金を奪う、もちろん 100 元だ、残

　　　りの 100 元はやらないよ。あんたが金を持ち去る。次の日、いや、今晩かもな、あんたは捕まり、手錠

　　　をはめられる。知っているだろうけど、手錠は鉄でできていて、冷たいんだよ。手首に二筋の青い痕が

　　　残るだろうな。そんな細かいところ、誰も気にやしない、なんせあんたは殺人犯なんだから。あのリン

　　　ちゃんだって眉をしかめる殺人犯だ。数日後、裁判が始まる。僕があんたの弁護士にならなくても、あ

　　　んたは有罪。死刑だ、そう、死刑に違いない。奥さんはひどく悲しむだろう。けど、一週間もすれば、

　　　再婚する。あんたの子供は、あんたにも子供ぐらいいるだろう。その子は奥さんが再婚した翌日から孤

　　　児だ、町角で乞食をして暮らすんだ。

呉所：けど、まだ６歳だぜ。

楊仁：うん、道も知らないから、よく道に迷うんだ。その上、犬の鳴き声と車の音を怖がる。そうだろう？

呉所：( 不安にピストルを動かして ) その通りだ。

楊仁：（ピストルを見て）また脅かす。どこまで話したっけ？

呉所：うちの息子が犬と車を怖がるってとこだ！

楊仁：息子は犬の鳴き声と車の音を怖がっている。あんたは死刑が決まり、一生政治の権利を剥奪されて、す

　　　なわち、選挙権もなくなってしまって、お隣さん、そう、あの凶悪な人相のやつだ、あんたあいつのこ

　　　と大嫌いだろう。

呉所：ああ。

楊仁：  だが、そいつが州知事に選ばれても、あんたにはどうしようもない、反対意見を述べることさえできない。

　　　まもなく死刑場に送られて、銃殺されるんだからな。もちろん、私たちのこの浄土では殺生しない。た

　　　とえ殺人犯だったとしても。だが、そこはアフリカだ、アフリカでは伝染病が流行している、そこの人々

　　　にはあんたが必要なんだ。だから病院からもとっくに連絡がきたよ。

呉所：病院？

楊仁：ああ、病院だ。奥さんがあんたの遺体を無償で寄付したからね。

呉所：( 絶望的に ) 彼女にそんな権利があるもんか！

楊仁：でも彼女があんたの合法的な相続人だからな。

呉所：しかし、俺は……

楊仁：だまって聞いてろよ！（ピストルを握る呉所の手を引っ張り、自分の頭に当てて）銃殺っていうのはな、

　　　知ってるか？　ピストルであんたの後頭部にピストルをあてる。「パン」と一発、頭に血の花を咲くんだ

　　　ぜ。当然、銃口は上に向けとかないとね。

呉所：なぜ？

楊仁：目を撃たないようにだよ。

呉所：目？

楊仁：（相手にせず）そしたら、黒人の警官が針金を取り出す。錆の出そうなやつだ。それを弾痕の穴から、頭

　　　の中に突っ込むんだ。時計回りに 49 回、逆回りに 49 回、ぐりぐりと。

呉所：（驚いて）49 回って？

楊仁：（また気にせずに）それで、おだぶつだ。簡単だろう。後で、撃ったら、僕の自転車から針金を取り外し

　　　て、やってみたらどうだい？　やるときにはゆっくりと力をこめてな。太極拳をするみたいに、だぜ。

呉所：（頭を横に振る）やめとく！

楊仁：その時、白衣を着たもぐりの医者が、血に飢えたオオカミみたいに、あんたに飛びかかる。飢えたオオ

　　　カミって、知ってるかい？

呉所：（ぼんやり頭を横に振る）いいや。

楊仁：正確に言えば、27 日と 4 時間の間何も食べていないオオカミのことだ。この時間は女の生理周期とほ
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　　　ぼ同じなんだぞ！

呉所：（恐れおののく）すまない、それは知らなかった！

楊仁：後で、あんたが捕まる前に、奥さんに電話して聞いてみな。

呉所：（言うことが支離滅裂になる ) けど……俺……あいつはまだ……

楊仁：（少し腹を立て）ええと、どこまでしゃべったかな、医者か？　そうだ、医者のところにはナイフ、のこ

　　　ぎり、ドリルなど何でも備っている。そこから必要なものを使うんだ。しばらくしたら、あんたの角膜、

　　　腎、脾、睾丸、腕、足なんかをこんなふうにのこぎりでキーコキーコと、（ジー……ジー……ジーと電動

　　　のこぎりの音）数時間後、あんたの角膜はどこかの社長夫人――の愛犬に光りをもたらし、（犬の鳴き声）

　　　あんたの腎臓は株の売り買いであぶく銭を手に入れた年寄りの寿命を十年ばかり延ばしてやるんだ。

呉所：でも脾臓は６歳の子供に移植されるぞ。

楊仁：残念だが、失敗に終わるね！　しかし、あんたの睾丸のおかげで、80 過ぎの大金持ちがまた秘書とエッ

　　　チできるようになる。（女性のよがり声）あんたの腕や足も引き続き役目を発揮する。教室に運搬され、

　　　医学部のエリートたちが研究室で解剖するのを今か今かと待っているんだ。

呉所：解剖後の部分は標本としてホルマリン漬けにされる。（ぶくぶく……ぶくぶくと泡の出る音）

楊仁： 残りの部分は肥料として解剖棟の裏の松の木の根元に埋められるだろう。あんたのおかげで、その木は

　　　青々と茂るんだ。痩せっぽちの体でも、肥料になればどれほど役に立つことか！　あっという間に、あ

　　　んたの身体は 15 キロだ。これだけになったのをニール袋に入れて、火葬場送り。そこで灰になるのさ (

　　　ボッ……と点火音 )

呉所：灰になる？

楊仁：次の日、彼らは適当にそこらに落ちた骨を奥さんに渡すんだ、ひょっとすると他人の骨かもしれないが、

　　　もちろん奥さんだって気にしやしない。どうせ次の結婚のことで頭はいっぱいだからな。

呉所：（手が震えて）いやだ！

楊仁：これでおしまいだ。さあ、撃ちたまえ！

呉所：（手がもっと震えて）けど……じゃあ、俺はどうすればいいんだ？

楊仁：どうって？　ピストルを置けば、すべては解決する。

呉所：本当か？　( ためらいながらピストルを置く )

楊仁：このピストルはどこで手に入れたんだ？

呉所：（警戒して）どこでもいいだろう？

楊仁：聞いてみただけだ。

呉所：聞いてみただけかよ！（しばらくなると、決まり悪くて）盗んだんだ。おじさんが警官だから。

楊仁：じゃ、ばれないように戻しておくんだな！

呉所：だめだよ、見つかったら、どうしよう。

楊仁：なら、捨てちまえ！

呉所：捨てる？　よし！（投げ捨てようとする）

楊仁：（急に）だめだ！

呉所：（驚き震えて）なに？

【楊仁は上着のポケットから白いハンカチを取り出し、呉所の手からピストルを取りあげると、注意深く拭きな

がら呟く。

楊仁：指紋が残っているから、よく拭いておかなくては。でないと、あんた捕まるぜ、今の科学捜査のレベル

　　　はすごいからな。クリントンの事件がなんで暴かれたか知っているか？

呉所：指紋を拭かなかったからだ。

楊仁：そのとおり！

【楊仁は拭き終わると、ハンカチでピストルの端を包み、注意深くぶら下げ、ポケットから札束を取り出す。
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楊仁：もって行きな、これからはまっとうな道を行くんだぜ。この 2 百元全部やるから、ほら！

呉所：（慌てて断る）い、いや、多すぎるよ。実は、俺はちょっとした刺激がほしかっただけなんだ。誰かと話

　　　したかっただけなんだ。俺、俺、金なんかいらないんだ。

楊仁：（突然怒って）もって行けといったら、もって行くんだ。本当にうじうじと女みたいなやつだな！

呉所：分かったよ、じゃ、ありがとう！　さようなら、兄貴！

【呉所はぺこぺこしてその場を離れようとする。

楊仁：じゃあな、そうだ、おい。

呉所：（慌しく体の向きを変えて）なにか？

楊仁：家に帰ったら、その黒いストッキングは焼いて、奥さんに新しいのを買ってやるんだ。奥さんにばれな

　　　いようにな。分かったか？

呉所：はい、分かりました。

楊仁：じゃ、な。

呉所：（振り向くと楊仁の手に持っているピストルを指して）じゃ、それはどうするんです？

楊仁：簡単さ、捨てちまえ！

【楊仁そのままピストルを投げ捨てる。「ぱん」とピストルの音がして、呉所が弾に当たって倒れる。手に持っ

ていた紙幣が雪のように舞い飛ぶ、楊仁が慌てて駆けつけるが、呉所はまっすぐに地面横たわっている。楊仁

は立ったままぼんやりと見つめている。急に目覚めたみたいに、自転車を押して逃げるように退場する。

【照明急に暗くなる。遠くから、ときたま車のエンジン音が聞こえる。

（九）

【舞台前部のコーナー、里白があぐらをかいて、スポットライトが彼を照らしている。木彫りの仏像のようだ。

強いライトが彼の輪郭を形取り、神秘的な感じがする。

【顧忌と咪咪が黙ったままもう一つのスポットライトの下に現れる。

咪咪：あら、詩人様、なにをしているの、仏様になっちゃったの？

里白：（目を細めて）世界はこんなにも小さいものか。仏法は無辺にして、虎は天を食らう。

なんぞ成らんや？

咪咪：顧忌、御覧なさいよ、詩人様って本当に学問があるわ。あんたも爪の垢でもせんじればいいのよ、男で

　　　しょう！

【顧忌はぼんやり前を見ている。咪咪の言葉は聞こえないようだ。

里白：唯女子と小人は養い難し也！

咪咪：小人ですって？　人類の社会になぜ道徳があるか分かってる？　たっくさんの小人がみんなで養ってい

　　　るからよ。道徳は小人のためにあるのよ、分かる？　この前、キチガイの前で一言もしゃべれなかった

　　　そうじゃない。

里白： （急に振り返り、蔑んだ目つきで咪咪を見つめる。そして、ゆっくりと立ち上がると、気を落ちつけて）いや、

　　　彼女の前で、我は自由に呼吸できたし、毛穴もさわやか、心も広々、何の気兼ねもしなかった。しかた

　　　ない、この腐りきった世の中で、ただ我一人が清らかなり。大丈夫たるもの、芳を百世に流るることあ

　　　たわざるも、亦当に臭を万年に遺すべし。（立派な男ならば、名声を世に残すことができなかったとして

　　　も、悪名を世に残すべきである）

咪咪：どうしたの？　破れかぶれじゃないの？

里白：破れたのは、心だ。

咪咪：心が破れたんですって？

【咪咪は驚いて里白を見つめる、里白は頭を横に振り、また座る。

【沈黙。
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【このとき、舞台の隅のスポットライトの下で、呉所が患者服を着て、幽霊のように姿を現す、彼は瞬く間に舞

台の前に移動する。

この時、彼は俳優 A である。

俳優 A：（神秘的に咪咪に）あの呉所が誰かにピストルで殺されたらしい。

咪咪：あなたは誰？

俳優 A：私は誰だ？

里白： 其れ誰の何たるかを知らざるか。未だ生まれざるの前、誰か是我なるか、既に生まれし後、我は是誰なるか。

　　　我は即ち我なること無し（無我なり）。

俳優 A：そのとおり、知っているかい、街中その噂でもちきりだ。

咪咪：もちろん、そのことは誰でも知っているわ。

里白：讒口交々加わらば、市中虎有るを信ずべし；衆奸衅（ちぬ）るを鼓さば、聚蚊以て雷と成るべし。

咪咪：けど、全部信じないわけにもいかないでしょ。

里白：砂を含んで影を射て、鬼蜮人を害す。「人云いて亦云う」ことあたわず。

俳優 A：誰かが他殺だと言ってた。

咪咪：いいえ、他殺であり、自殺でもある。彼が詩を望んでいれば、他殺で会っても、自殺と同じことよ。

里白：くだらん！　小便を我慢して死んだわけじゃあるまいし。

咪咪：顧忌、私たちはみんな彼の友達だから、警官の取り調べをうけるかもね？

里白：彼の一生は、司馬光様のようなもの、すべてを人に教えて、何をおびえることがある？

咪咪：  顧忌、あんたが話してね。わたしはイヤだから。もし警官がやってきたら、どんなふうに話せばいいの？

顧忌：（顧忌は体の向きを変えて、里白を見つめる。また振り返って咪咪を見つめ、突然怒りだす）話すべきこ

　　　とを話したらいいんだ。警官なんか怖いものか。おれたちは法を犯したわけではなし、人を殺したわけ

　　　でもない。やつと友達だからどうだというんだ！　おれたちには何の問題もない。なにを怖がっている

　　　のだ、なぜ怖がる、怖がることなんてないだろ？　女ってやつは、本当に役に立たないな。もし誰もが

　　　お前みたいに、毎日びくついて暮らしていたら、生きていけるか？　もし彼らが面倒なことを言ってき

　　　たら、院長に見つめてもらおうぜ。何時間を見つめてもらって、気絶させてやるんだ。

【咪咪は顧忌を見つめていると、突然、顧忌を尊敬する気になる。

顧忌：なに見ているんだよ。なにか面白いか？

咪咪：（顧忌の言葉を気にせずに、平気で）あなた、私を責めないで。私が間違っていたわ。これからは、もう

　　　二度と呉所みたいにろくでもない人間と話したりしない。全部あなたの言うことを聞くから。おっしゃ

　　　って、晩ご飯はなにがいいかしら？　しょうゆ煮込みの熱帯魚、それともジャガイモと白菜の煮込み、

　　　何でも作ってあげる。これからは毎日作るわ、ちゃんと作って、家であなたの帰りを待っているわ。

顧忌：（冷淡な目つきで咪咪を見て、傲慢そうに大声で）お前たちはあの楊仁という男を知っているのか？そう

　　　だ、あのアメリカ帰りの弁護士だ、彼のおじさんはうちの主任の母方の姉妹の甥の息子なんだ！数日前、

　　　彼は気が狂った。

呉所：狂った？

顧忌：そうだ、病院の職員が病人になるというのは、わが病院史上非常にめずらしい。今では、彼はデタラメ

　　　ばかりを口にする。自分が人を殺したと言い張っていたが、誰も信じない。証拠がないからだ。今は、

　　　一日中周文天と一緒にいる。唐詩に興味を持ち始めたらしい。

里白：唐詩だと？　ふん！　浅い、なんと浅はかな（ポケットから一枚小切手を取り出す）――金、金、金、

　　　示票我に向かいて歌う。白紙に黒字を映じ、美鈔緑波を翻えす。（「金よ、小切手が私に向かって歌い、

　　　その白い紙に黒い文字を書けば、ドル札が緑の波のようにひらめく」金だと？）金は何物なるぞ。

俳優 A：詩人様、どこからもらった小切手だい！（掴み取って）ワッセ、10 万元だってさ！！

里白：（非常に落ちついて）昨日、10 万元の為替を受け取った。
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顧忌：（立ち上がって、里白の肩をたたき）あんた、大儲けじゃないか！

俳優 A：（小切手を見ながら）ワッセ、こんなに大金をか？

顧忌： いいかげんにしないか、大人気ない。お前の父ちゃんは香港人か、ワッセ、ワッセってうるさいな。

里白：塞翁馬を失う、焉んぞ禍福を知らん！　わずか 10 万元ではないか。それがどうした。

俳優 A：誰からだい？

里白：あの呉所という人だ。

俳優 A：死んじまったんじゃないのか？

里白：金があればかまわないさ。ヤツがどうでも。

俳優 A：おい、間違えるなよ、そいつが金をくれたんだろう――

顧忌：おしまいだ、詩人様まで金の亡者になってしまった。（感嘆して）本世紀最後の浄土も、ちくしょうこれ

　　　でおしまいだ。

里白：万事悠々として、ただ金を大とす。アメリカの大統領さえ金が気になって仕方ないんだ。私が気にしな

　　　いわけはなかろう。純情ぶってどうする？

顧忌：ちくしょう、詩人様は一生清らかでいてくれる、それこそが真実だろうが！

俳優 A：　俗物め、耐えられない！

顧忌：俗物だって？　後悔しているんじゃないか？

俳優 A：後悔はしていない。少なくともこの世界がはっきり見えたから。

顧忌：はっきり見えた？この世界はもともと濁ってるんだ、はっきり見えたのなら、用心のためにうちの病院

　　　に来ることだ！

【顧忌は退場しようとするが、咪咪はまだそこに立っている。

顧忌：( 我慢できないで ) ほら、何をつっ立ってるんだ？　ここはお前のいる場所じゃないだろう？　さあ、帰

　　　って飯にしてくれ。

咪咪：（うれしくて機嫌を取るように顧忌を見つめながら）はい。

【咪咪は嬉しげ顧忌のあとについて退場する。

【沈黙。

【呉所は静かに哀れみの目で里白を見つめている。

里白：（俳優 A を振り返り、ぼんやりと）あなたは誰です？

俳優 A： 已に滅し、已に失し、吾及ばず。

里白：僕と話してくれるんですか？

【俳優 A は彼を見ながら、冷たく向きを変えて離れる。

【里白は意気消沈してスポットライトの下に戻ると、患者服を着て、木彫りの仏像のように座る。この時、彼は

俳優 C になる。

俳優 C：どうして誰も僕と話してくれないんだ！　僕の抜群の文才と知恵、優れた人柄と風采のせいか？　そ

　　　　れとも、僕が金持ちになったためか？　昔と違ってしまったからか？　彼らと違ってしまったからか？

　　　　それとも僕が前よりももっと……もっとはっきり分かってしまったせいか？　院長は言う。「私のこと

　　　　ばを信じなさい。なぜなら、それが夢であり、信念だからだ。がんばりさえすればきっと成功できる

　　　　だろう」と。院長はこうも言う「心を落ち着けて、丁寧に耳を傾けさえすれば、別の声を聞くことが

　　　　できるだろう。聞こえたかい。そここそが精神病院だ」と。

【俳優 C が坐禅を組むように座っている、聞いている……照明がだんだん暗くなる。

【暗闇の中、ゆっくりと、都会の喧騒、車のブレーキの音、もの売りの音、携帯のベル、パソコンの動き出す音、

インターネット接続音、キーボードをたたく音、さまざまな人の声が四方からわきおこる――株を売り買いす

る声、ラジオから流れるニュースの声、子供の泣き声、大人が叱る声、テレビアニメの声、市場で値段を交渉

する声、流行歌の声……　
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さまざまな声が混ざりあい、だんだんと大きくなって、全舞台を満たす。

【それぞれの声が集まって最後には巨大な時計の振り子の音になり、機械的にはっきりと響いて、聞く者の心を

震わせる。

【最後に、ごおん……ごおん ....... ごおん ...... ごおん……ごおん……ごおん , 六時の鐘を鳴らす音が聞こえる。

( 十 )

【照明点灯。

【シーンは第１場と同じ。

【スポットライトの下に、俳優 ABCD が立っている。全員黒の長いあわせを着て羽根を背負っており、黙って佇

立する。

俳優 A：かつて、呉所という人がいたが、狂った！

俳優 B：かつて、顧忌という人がいたが、狂った！

俳優 C：かつて、李白という人がいたが、狂った！

俳優 D：かつて、咪咪という人がいたが、狂った！

俳優 A：かつて、たくさんの人がいた！

俳優 B：狂った！

俳優 C：彼らは狂った！

俳優 D：あなたたちは狂った！

俳優 A：私は……

俳優 B：私は私ではない！

俳優 C：私は私なのか！

俳優 D：私はもちろん私ではない！

俳優 A：出発しようか？（自分の羽根を広げる）

俳優 B：そうだな、出発しよう。（自分の羽根を広げる）

俳優 C：もちろん出発しなくちゃ。（自分の羽根を広げる）

俳優 D：いますぐ出発しましょう。（自分の羽根を広げる）

【沈黙。

【この時、天幕が開くと、一本の長い小道がまばゆいばかりの白い光で輝いている。光はだんだん強さを増し、

荘厳で神聖なムード。

【過激な音楽が鳴り響く。

【俳優 ABCD が羽根を広げ、ゆっくりと体の向きを変える。彼らはしっかりした足取りでまばゆい白光の深みへ

と歩いていく。まるでなにかの儀式のような神聖さに満ちている…

【彼らが舞台の奥深くまで歩きついたちょうどその時、突然、みな一斉に振り返る。

俳優 ABCD：（観客を指さしながら）ここが精神病院だ！

【音楽が急に病み、照明が急に落ちる。

【暗闇の中、幼い子供の歌声が響く：おばかさん、敷居に腰かけ、ねだってる。嫁さんほしいとねだってる。嫁

さんもらってどうするの？　灯りをつけたら話の相手、灯を消したら寝んねの相手……

【声がだんだん遠くなる。ひっそりと静まり返る。

【幕下りる。

【おわり。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   初稿　2000 年 09 月 08 日　于上海

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   二稿　2000 年 10 月 11 日　于上海

                                                                                                            修正稿　2009 年 06 月 27 日　于上海
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10 月 17 日　              喩栄軍からごまへ　

		「天国の隣」質問の答え

①　Ｐ 14　  カカ「…この会場でたくさんのことを上部にせねばならないとな。」

　　  「上部」って何？

　　 ( 答え）中山のタイプミスです。正しくは、「上部に報告せねばならないとな。」

②   Ｐ１８　リハクとヨウジンの会話→「泰山とは岳父であろう」

　　  「泰山」と「岳父」それぞれ意味はわかるのですが、上記の一文の意味するところは？

　　（答え）   喩栄軍さんに確認しましたが、これは特別な意味はないそうです。中国語では普通に言い替えで

　　　　　　使うとのこと。

③　Ｐ 19　 リハク「Ｈａｋｕｎａｍａｔａｔａ！」？

      （答え）ディズニーアニメの「ライオンキング」で、ヤギかなにかの動物のセリフだそうです。「もともと

　　　　　アフリカの部族の言葉だろうが、僕も意味は分からない。でも、音が面白いので、流行した。みな知っ

　　　　　ている」とのこと。

④　Ｐ 23　  シュウブンテンの恋人「強子」とは仇名？

　　（答え）   喩栄軍君が作品の中で好んで使う男性の名前です。本名かもしれず、あだ名かもしれません。「カ

　　　　　　プチーノ」の第一幕で、母親が呼びかける息子の名前も「強子」（チアンズ）でした。

⑤　Ｐ 34　 ヨウジンが使う「浄土」とはどのような意味か？

　　浄土＝ユートピア？浄土＝あの世

　　（答え）　この部分、なんど探しても見つからず、正確に質問できませんでした。漠然と「この作品で『天国』

　　　　　　とはどのような場所？」と聞いたところ、「楽しく、愉快で、正常な場所」という答えでした。

　　　　　　帰国後に、Ｐ３４ではなくＰ３３だったことがわかりました。原文と対照して、中山の間違いだ

　　　　　　と分かりました。原文は「我們浄土」ではなく「我們土」でした。翻訳は、「ここでは」とか「こ

　　　　　　の地では」という意味でしょう。

ごまさんの感想に対する、喩栄軍君の意見、

①　この作品は、国内でもっとも多く上演されている。学生たちが好んで上演する。みな自分たちの環境にふ

　　さわしく改修を加えている。それらによって、自分も作品の深まりを感じる。ごまさんにも、好きなよう

　　に改修をしてもらってかまいません。

②　 「この場面は何度繰り返してもより面白いかもしれない」について、

この作品は同じエピソードをらせん階段のように描くことに面白さがある。そのため繰り返しはぜったい

に必要。

③　今後とも質問があれば、なんなりとどうぞ。

10 月 29 日　　　　   リーディング。オリジナル台本を読み、意見交換。

　　　 3-5 時間目 953 教室、学生 20 名参加　（写真１）
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11 月 5 日　　　　　 メモリアルホールで稽古　

11 月 26 日　　　   　メモリアルホールで稽古

12 月 2 日                　公開稽古（写真２）、学生の質問と演出意図の説明。録画あり。

『天国の隣』公開稽古　学生の感想＆質問

　　　　　  稽古日：2009 年 12 月 2 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  場 所：９号館６階メモリアルホール

写真 1　リーディング

写真 2　公開稽古

学生 A（女性）：		

　舞台として客席を使うのってフラットではないじゃ

ないですか？全く想像がつかず、稽古を観てからも未

だによくわからなくて・・・。客席を舞台として使う、

というのが新発想なので「どないなるんかな？」と本

番がすごく楽しみです。湯船？お風呂？バスタブ？

それがまず、イメージが湧かなくて・・・。

藤田：

　真ん中の客席を全部取ってしまって、そこにバスタ

ブを１つ置きます。その中に役者さんが入って、って

感じですね。

学生A：　

　いろいろと、想像がつかないですね。

役者 A（女性）：		

　大丈夫。役者も想像できてないから・・・。

公開稽古ポスター
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中山：　

　浴槽というものは何か、特別な象徴なんですか？

ごまのはえ：	　

　あそこで前も後も関係なく見れるものを、って思っ

て。横の関係をとりたかったんです。

中山：		

　横の？幅を？

ごまのはえ：　

　いえ、横向き同士の会話を。こっち（左斜め前）か

ら観える人、奥（右斜め後）から観る人、というので・・・。

それで、浴槽が横－横になれるかな？と思って。

中山：　

　北京で前衛的なお芝居を創るリ・リュウイという演

出家がいるんですが、彼がよく舞台でトイレを出すん

ですよ、便器。浴槽もよく出します。

ごまのはえ：　

　浴槽っていうのは、そこに２人で・・・男女で入る

っていうのが今回、１番欲しい絵なんです。

中山：　

　男女で入って男女が逆転しているんですよね？

ごまのはえ：　

　そうですね。

学生 B（女性）：			

　中国の翻訳劇なんですよね？２つの話が混在して

て、１つは殺人を犯してしまった人物たちの物語、も

う１つは日本軍とか戦争とかの話なのかな？と私は思

いました。その日本軍の話から、もともと（原作）は

中国軍の話だったのかな？というのと、浴槽を用いて

いるのは何でなのかな？というのが疑問です。日本で

上演するにあたり、何か意識的に変えている部分もあ

るんでしょうか？

ごまのはえ：　

　まず、日本軍の話自体を何故入れたのか？その結果

は？というのは観てもらえれば良いと思います。

　原作では周文天という役なんですが、彼は「全くの

人」と書かれています。その人の言葉に「一途に清廉、

共産主義に飛び込もう」というのがあって、朝鮮戦争

時のスローガンとかもあって、でも僕たち日本人がそ

れを使ってもあまり・・・。いろんな狂気が描かれて

いる、特に国家のトチ狂った暴走？みたいな部分って

大事かな？と思ってて、でもスローガン的にはなり過

ぎたくなくて、一般の感覚・冷めた感覚にいる人がそ

こまで捩れていく姿っていうのを考えてて、日記の中

にそういう文章を見つけたんです。「共産主義万！」

みたいなことを日本人が叫んでも、皮肉にも何にもな

らないな、と思って。

中山：　

　誰の日記ですか？

ごまのはえ：　

　山田風太郎です。

中山：

　もともとは、全くない場面じゃないですか？すごく、

面白いと思いました。朝鮮戦争のスローガンとか、

私たちには全く関係なく、ピンとこないんで「どうし

はるんかな？」と思ってました。

学生 C（男性）：		

　観ててよくわからない、というか不思議な感じでし

た。何で客席を使おう、と思ったんですか？

ごまのはえ：　

　この会場を見た時に思いました。

学生C：　

　動き回れるからですか？

ごまのはえ：　

　自分でもよくわからないですけど、「狂気」を扱っ

た作品じゃないですか？その戯曲をさらに舞台に上げ

るってことから、「演じる」ことと「狂気」というの

に同じ構造を持っているような気がしたんです。どん

なに狂気を演じても「演劇」となり、どんなに演劇っ

ぽいことをしてみても「狂気」となる。それが枠（ス

テージ）の中に入ってしまうと、常に「演劇です」と
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言ってるような気がして。だから逆に、お客さんたち

にステージに入ってもらって、客席でお芝居をやるっ

ていう方が面白いかな？と思ったんです。「演じる」

ということと「狂気」というものの捩れ、相似、そう

いうものを解消したかったんです。ステージでやった

ら素のリアクションが効かない気がしたんです。素の

リアクションを役者たちがしてる時が１番集中力が上

がると思ってて、でもそれをステージの上でしてしま

うと、リアクションの生々しさが出てこなくなるよう

な気がしました。

学生D（女性）：	

  役者さんたちがリズムに合わせて走り回っていたの

はどんな意味ですか？

ごまのはえ：

　何で走ってるんだろな？と思って観てもらえれば良

いですね。

学生 E（女性）：			

　初めて舞台稽古というものを観ました。途中で、演

出家の方が稽古を止め、指示を出した瞬間にパッと雰

囲気・空気が変わるのには驚きました。そういったこ

とは一度で憶えられるものなんでしょうか？

役者A：　

　なかなか無理ですよ。身体に落ちてきたら大丈夫か

な？

役者 B（女性）：		

　探りながらですね。

役者 C（男性）：

　とりあえずは、演出家に言われたことを、自分がど

う思っているであれ、やってみる。多分、それがベ

ストなんだろな、と思いながら。外からの目線での指

示なんですし。自身でも、外からのイメージを持つ意

識はしています。

中山：　　

　やはり俳優さんというのは演出家の持っているイメ

ージや絵に近づけよう、と努力されるものなんです

ね？

ごまのはえ：　

　僕は両方（役者・演出）やってますが、一応はそう

ですね。

中山：　

　そういう時に、やりやすい演出家、そうでない演出

家ってあるんですか？

ごまのはえ：			

　キャスティングに信用が置けたら大丈夫です。「何

で（自分が）呼ばれたんやろ？」って思う時があった

らガクガクって萎えますね。何を言われても、呼ばれ

たことに誇りが持てたら大丈夫です。

学生 F（女性）：		

　静かな雰囲気の中で、突然音楽がかかったり、役者

さんの台詞で一気に空気が変わったりするのが面白か

ったです。お腹から声を出すのってどうやったらでき

ますか？

役者B：　　

　意識するだけで全然違います。空気の通るのを想像

するだけでも全然。

役者D（女性）：	

　気持ち的に余裕がある時と、そうでない時では全然

違うので、まずは精神的に落ち着くようにしています。

役者C：　　

　とりあえず、腹筋を意識しています。

学生G（男性）：		

　三角に歩かせてみよう、四角に歩かせてみよう、と

いうのはどういう時に考えるものなんすか？

ごまのはえ：　

　劇場を見てですね。そのシーンで台詞のない人間を

どう使うか？脇に捌けさせておくのか、それとも効果

的に使うのか。

学生 H（女性）：  

　台詞自体を聞くのは今日で２回目です。それでもや
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『天国の隣』公開稽古　感想
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００９．１２．２

１.  精神病院の話と聞いていて、演じ方・演出が斬新だなと思いました。舞台を客席に移すことで、より動き

がアクティブになり、大きく動けるんだろうなと思いました。ただ、途中がずっと歩きっぱなしなのでしん

どいだろうな、と思います。特に階段があるので余計にそう思います。いろんな方向を見てセリフを話すの

で、途中聞き辛い所もあったけど、場所によるだろうなとも思いました。また、３人声を合わせる所がけっ

こう揃っていて、大変だろうなと思いました。この劇では動き回りますが、しんどくないのかな？と思うのと、

今までの中でしんどさの順位をつけるとしたらどれ位の位置に入ってくるのかな？と思いました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３回生　女）

２.  男女それぞれ自分とは異なる性別の役をしているなぁと思いました。アレはそうしなければいけない作品

　だからでしょうか？それとも、役者の方々の工夫でしょうか？演じるのが楽しそうだし、仕草や声の出し方、

　喋り方など “ 男（女）” になりきらなくてはならないので、新たな発見がありそうで楽しそうです。また、一

　定のテンポ、同じ台詞の繰り返し等があったのですがそれも仕様なのでしょうか？くるくる歩いていたのが

　印象的でした。全体的にメリハリがありました。仕草や表情、喋り方で何かを表現するというのはすごく難

　しいことだと思うので、それが出来ている役者さん達は本当にすごいなぁ、と思いました。しかも、あの少

　人数で作品を表現しているし、各自が何役かをこなして、本当にすごいと思います。各役、台詞を叩き込ま

　なくてはならないのだから。最後まで見られなかったのが残念ですが、楽しかったです。　　（３回生　女）

３.　役者さんの声が大きくてきれいでした。あと、表情もすごくリアルで体の動きがとても自然でした。客席

が舞台になっているのが新鮮で面白かったです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（女）

４.  初めて舞台の稽古を生で見ます。最初から見ていなかったので内容が分かり辛かったです。俳優さんたち

　が音楽のリズムに合わせて必死に走り回っていたのは何の意味があったのでしょうか？全体はどのような背

　景の元に演じていたのでしょうか？皆さんの声と表情は生々しく感情を伝えてきていましたが、台詞が長い

　ので一般人にはとても難しいと思いました。　　　　   　　　　　　　　（３回生　女）

５.　初めて、公開舞台稽古というものを見ました。稽古は舞台の上でやるものだと思っていたけど客席を走り

はり、わかり難く難しかったです。

中山：　　		

　性別を逆にして演じることの意味は？

ごまのはえ：　

　原作を読んだ時に４人の登場人物の設定として、そ

れぞれが精神的に病んでいる、というか瘤を持ってい

るというものでした。唯一の女性がとても派手な外見

で、でも他の３人のようでもなく、割とキャラクター

的に地味な気がしていました。勝手な偏見なんですが、

男の精神病患者というのが僕の中ではあまり動いても

くれず、多弁でもない、そんなイメージだったんで

す。そこで、男女を逆にすることで、劇中劇であるこ

との象徴にもなるかな？と思いました。
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　回っていて、すごくびっくりしました。監督さんの細かな指示があると、演技の雰囲気がパッと切り替わっ

　てすごいと思いました。舞台の内容はよく分からなかったけど、興味を惹かれました。稽古をみていて、演

　技の仕方などの指示をされて直していくのは１度やって覚えていけるものなのかな？表情とか声のイメージ

　はどうのようにして作っていくのかな？と思いました。　　　　　　　　　　　　　　　　　（３回生　女）

６.  劇の稽古を初めて生で見たので、どういうものか分からなかったけど迫力がある、と感じました。１つ１

つの台詞や表情が豊かで、話の内容は理解できなかったけど面白かったと思います。 　　　 （３回生　男）

７.　初めて演出をしている場面を見ることができて、とても嬉しかったです。途中から会話を梯子に登りなが

　らするシーンで感情の高まりを見て取れたのが面白いと思いました。「シェークスピアは～」という場面はも

　う少し、面白い感じに出来ないかな？と思いました。楽しみにしています。 　　　　　　　　（3 回生　女）

８.　先日の台本読みの時に、ある程度の話の流れを聞いていたのですが、動きが入ってまた、新しい見方が出

　来たきがします。普通、劇は完成したものしか見れませんが、出来上がっていく過程を見れることができて

　良かったです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３回生　女）

９.  曲が始まる瞬間や止まる瞬間に、その場の空気の流れも一緒に止まる感じがして驚きました。椅子の周り

をずっと回っている人は何の役なのかな？と思いました。　　　　　　　　　　　　　　　　（３回生　女）

10.　面白いのかどうか、今の時点ではよくわからないのですが、最後までみないと ･･･ ！という気にさせる内

　容でした。ごまのはえ さんを間近で生で拝見するのが初めてだったので何だか、感激しました。（実は、名

　前から女性を想像していました）　前衛的な作品（に入るのだと思うのですが）って、あまり見たことがあり

　ませんでした。拍子を業と外しているように見せるためには、より緻密な計算がいること、そしてクルー全

　員が拍子を正しく打てる技量が必要なんだなと感じました。　　　　　　　　　　　　　　　（３回生　女）

11． 初めて劇のリハーサルを見て、感じるところが多くありました。プロの見方や意見が多く取り込まれていて、

　そこに役者の演技がマッチする瞬間に感動しました。楽しかったです。　　　　　　　　　　　（２回生　男）

12.  こういう劇の練習（稽古）を見るのが初めてでした。雰囲気に圧倒されました。本番をみるのが楽しみです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３回生　男）

13.  今回、初めて演劇の舞台稽古を見れて良かったと思います。演劇って稽古も舞台でやるものと思っていた

　ので、客席で稽古をするのは新鮮でした。１回通したのを見て、非常に臨場感を感じたというか、ドキドキ

　してしまいました。２回目にすごく高い脚立を使っているのを見て、さらにドキドキしました。台詞とかも

　面白く、とくに「大丈夫、小沢一郎はめったに明石に来ないから」というのには思わず笑ってしまいました。

　最初の方の李白さんが『論語』の一節を語っていたところも興味深かったです。時間の都合で少ししか見れ

　なかったけれど、ちゃんと最初から最後まで見たいと思いました。　　　　　　　　　　　　（２回生　女）

14. 演技する場が舞台でないのは初めて見るものでした。客席で演技するという想像が全く出来ないまま稽古

　が始まりましたが、すぐにしっくりきました。特に、客席を走り回るところはすごく面白く、新鮮さを感じ

　ました。

　質問！！　なぜ、メガホンを使用しようとしたのか？それは何を表現しているのか？　　　　（３回生　女）
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15.  細かい所までやらないと人に伝わらないものだと感じました。特に “ キチガイ ” のくだりで繰り返し感を

　出すための演技方法など、興味深かったです。また、稽古風景を見てみて、この劇に興味を持ち最後はどん

　な風になっていくのだろう、と思いました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３回生　男）

16.  舞台の稽古と言うものを初めて見ました。「良い物を作る」と言うことの為に必死になっている姿を見てと

　れ、とても良かったと思います。私自信、バンドの経験があり今も続けているので、本番に向けて必死に緊

　張感のある中で練習している姿には共感しました。今日、見たことで、今まで持っていた「舞台」のイメー

　ジが少し変わりました。この物語を始めから終わりまで見てみたいとすごく思いました。これほど広く動く

　舞台、作品を見たことが無かったので、その点もすごいと感じました。　　　　　　　　　　（４回生　男）

17. 今までは完成した劇しか見たことがなかったので、公開の稽古を見て変化していく形というものを実際に

　見ることが出来ました。場面場面の動きもアドバイスによってどんどん変化して進化していくように感じま

　した。また、本番とは違う独特な緊張感があり、あらすじやパンフレットもない「わからない状況」なので「次

　は何が起こるのだろう？」とドキドキしながら見させて頂きました。劇を行う場所も舞台ではなく客席の一

　部を使用するというのがとても斬新だと思いました。

　疑問 ･･･ 男役者が女性役、女役者が男性役というのには何かポイントや意味があるのでしょうか？　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３回生　女）

18.  私は初めて舞台稽古を見ました。すごくドキドキしました。１回通して見て、そこから色々な変更点やダ

　メ出し、ミスした箇所のおさらい、などをしてからもう１度通す。私は完成した劇しか見たことがないから、

　実際に劇として完成されるまでにこういうことが行われているなんて、とても新鮮でした。私はもしかしたら、

　完成されたげきよりも、舞台稽古を見る方が好きかもしれない。ダメ出しを聞いていて思ったのだが、役者

　の動きの殆どを役者本人に任せているような気がする。動きが自由な気がする。少しずつ、こうして欲しい、

　という要望を取り入れつつ完成していく劇を見るのはとても面白い。　　　　　　　　　　　（２回生　女）

19. 普段は見られない舞台稽古を見ることができて良かった。世界観が掴みにくかったが、練習の様子を見る

　かぎり舞台上をいっぱいに使う動きがあり、面白かった。セリフが飛んでしまっても演出の方がセリフを言

　ってそのまま続けるというのが意外だった。練習を中断せずに演出を加えていくというのも意外だった。音

　楽がかかって、セリフをいう最初のシーンで上手く聞き取ることが出来なかった。　　　　　（３回生　男）

20.  舞台が客席の中心ということと、役者さんが周りを走り回ったりしているので表情がよく見えました。公

　開稽古というのを初めて見て、とても新鮮で緊張感があるものでした。本番が楽しみです。　（３回生　女）

21. 今回、初めて本格的な稽古を見て出演者の皆さんの演技の上手さ、その場の雰囲気に惹きこまれました。

　こんな体験ができて、良かったです。また、機会があれば参加したいと思います。　　　　　（２回生　男）

22.  ナゼ湯船の中で話すのか？その意図がわからない。（途中までだから？）１つのストーリーの中にもう１つ

　のストーリーが隠されている、というのは？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３回生　女）

23.  初めて劇のリハを見たのだが、ステージではなく客席を使いながらだったのでイメージしていたものとは

　かけ離れたものだった。４人だけのリハで、席を回り続けるという不思議なものだった。　　（２回生　男）

24.  舞台を見ていて、いつも思うけど、役者が感情移入し過ぎていて、見ている側は冷めてしまうことがある。
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　役に入るのに必死なのはわかるけど・・・。それとも、舞台には舞台用の喋り方とかがあるのだろうか？　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２回生　女）

25.  初めて舞台の稽古を見たので、全てにおいて興味津津でした。すごく張り詰められた空気の中での芝居は、

　たとえ稽古とはいっても演技の凄さを感じられるものでした。本公演も見るつもりなので、どういった感じ

　に仕上がっていくのか楽しみです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３回生　女）

　　

26.  １つの舞台を完成させるのに沢山のことを試していくのだと思いました。舞台というと、どうしても役者

　さんの方に目がいってしまうけれど、音響・演出等の裏方があっての舞台なのだということもよく分かりま

　した。所々に入る、笑いの小ネタも面白かったです。役者同士の息を合わせることの大事さもよく分かりま

　した。     　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３回生　男）

27.  公開稽古を見て「すごい」と思ったところは、全員がとても集中して取り組んでいたところです。歩く速

　さやセリフの言い方などを監督に指摘された後にすぐ、修正して演じていたのも驚きでした。また、普段は

　客席から見ることはあっても、舞台の上から客席を見る、ということはないので新鮮でした。とても良い経

　験になりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３回生　男）

28.  劇の公開稽古というものは初めて見たけど、役者さんたちの真剣さがヒシヒシと伝わってきた。素人目に

　は全く分からなかったけど、的確に指示していく監督さん、その指示をもとに少しずつアレンジを加えてい

　く役者さんたち、それら全ての人々の動きが興味深かった。芝居の舞台が客席の真中に作られているという

　のにも驚いた。単にステージだけの芝居ではなく、客席全てを舞台にする、というのは迫力が段違いだと思

　った。       　　　　　　　　　　　　（３回生　男）

12 月 3 日　　　　　  メモリアルホールで稽古

12 月 9 日　　　　　  フィットネスルームでワークショップ（写真３）

　　　　　　　　　　
「天国の隣」　ワークショップ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009 年 12 月 9 日　12 時 45 分～ 14 時 45 分

写真 3　ワークショップ
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【 始めに 】

中山 文 先生によるワークショップ開催の挨拶

ニットキャップシアター

演出家：ごまのはえ さん　＆　演出助手：藤田かもめ さんの自己紹介

【ウォーミング・アップを兼ねた準備運動（ごまのはえさん指導のもと）　約 15 分間 】

・学生全員が円になり、口からボール（あると仮定して）を飛ばしてのキャッチボール

・方法やメンバーを入れ替えての取り組み。

ポイント：一切のおしゃべりはナシ。最終的には、アイコンタクトのみで相手に意思を伝える。

無視しないこと・無視されないこと

【ちょっと不思議な伝言ゲーム（ごまのはえさん・藤田さん指導のもと）　　約 20 分間 】

・最初は１つずつの伝言ゲームを、最終的には２つ同時進行で進めていく。

・途中でメンバー・内容を入れ替えての取り組み。

ポイント：誰に何を言われたのか？誰に何を伝えるのか？

５分間の休憩（次行われる寸劇の台詞を憶える）

【短い台本を使っての芝居作り　　約 60 分間 （ごまのはえさんからのアドバイス有り】

・登場人物の関係・性別 ･ 舞台背景などを考えながら、２人１組のペアでの芝居作り

14:00　～　14:25

１回目の発表（８ペア）

10 分間の休憩（作った芝居を練り直す）

14:35　～

２回目の発表

【おわりの挨拶＆全員での記念撮影】　ごまのはえさんによる挨拶

色の伝言（指差し付き） 国名の伝言（指差し付き）
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ワークショップ　台本　「カマス」

Ａ：　ただいま

Ｂ：　うん

Ａ：　あーつかれた

Ｂ：　ごはんは？

Ａ：　食べてきた

Ｂ：　え？

Ａ：　食べてきた

Ｂ：　ふーん

間

Ａ：　今日なに？

Ｂ：　は？

Ａ：　ごはん

Ｂ：　食べてきたんでしょ？

間　

Ｂ：　カマス

ニットキャップシアター　ワークショップ　感想

     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009 年 12 月 9 日（水）

１．実際に身体を動かしてとても楽しかったです。演劇などは全然行ったことはなかったのですが、今回の

　ワークショップを通して、演劇をする時には何が必要で大切とされているのか？ということが少し分かっ

　たように思いました。「カマス」の寸劇では各ペアでそれぞれ個性があり、おもしろかったです。親子・夫

　婦・姉妹など、セリフに込められた意味も皆が違っていて、演じる人によっても様々だと感じました。ただ

　演じるだけでなく、劇の中にもコミュニケーションが存在しているのだと実感しました。　　　　　（女子） 

                         

２．２つの単語をそれぞれ順に回していくのは頭がこんがらがって、難しかったです。テキストのセリフの設定

　を考えるのがとても楽しかったです。けれど、実際に演じてみると難しく、そういった点からも演劇に携わ

　る方々に感心させられました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （男子）

　　　　　　

３．自分が演技をするとは思ってなかったので、最初は驚きの連続でした。けれど、演出家さんの指導の方法

　が、日常生活の行動から取り入れたものからされているのが面白かったです。人から受け取った言葉を逃さず、

　無視することなく誰かに伝えることが演劇にも必要不可欠なんだな、と思いました。　　　　　　　（女子）

　　　　　　　　　

４． いろんなゲームをしたり、ペアを組んで演じてみたり、貴重な体験ができました。ゲームをして感じたこ

   とは、相手（他人）に自分の意思や思いを伝えることの難しさです。想像していた以上に、相手には届いて

　いませんでした。また、演じてみて思ったことは、全員同じ文（台詞）なのに、設定を変えることによって

　全く違ったものが見えてくるのだ、ということです。     　　　（男子）

   　

５．最初にやった口から「パッ」と音を出すのと、好きな色や国を言って相手を指差すゲームは、楽しむのと
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　同時に無視しない・されない、ということを学びました。次に２人でした劇もあんな短い会話なのに、観て

　いる人によって十人十色のシチュエーションがあるんだな、と感心しました。さらには、会話の間にも隠さ

　れている心の変化も演じるというのはすごいと思いました。今回、自分自身が演じるということを体験し、

　劇の楽しさと難しさを知ることができました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男子）

　　　　　　　　　　　　　

６．活動前はどんなことをするのか不安でしたが、やってみると楽しく、有意義な時間を過ごすことができま

　した。ウォーミングアップのキャッチボールでは相手に意志を伝えることの難しさをとても感じました。指

　を使って指示しているときは、自分にボールがきたことが伝わりましたが、指を使わないと自分にむかって

　いるのか、隣の人にむかっているのかわからず、とても不安でした。相手に意志を伝えたいという思いをし

　っかりと示すことが大切なんだな、と感じました。「カマス」の演技は演技経験のない自分が上手くできるか

　不安でしたが、何とかこなせて良かったです。設定を決めるまではできましたが、セリフの裏にどのような

　思いや考えがあるのかを明らかにするまでには到れませんでした。悔しいです。　　  　　　 （男子） 

    　

７．「人を無視しない・無視されない」というテーマに、なるほど・・・と思いました。人に向けて発信する以上、

　自分の表現を通して、意志や思いなどを正確に受け取ってもらうことに、もっと敏感にならなければならない。

　自己満足で終わってもいけない。なかなか力のいる作業なんだな、と思いました。今後、就職活動や卒論発

　表に役立てていきたい技術だと感じました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（女子）

　　　　　　　　

８．今日のワークショップは劇をしたり、声を出したり、となかなか楽しめました。最初にやったキャッチボ

　ールのようなものは思ったよりも難しく、ちゃんと相手の目を見て伝えなければいけなくて大変でした。最

　後にやったセリフを見て劇のシチュエーションを考えるのも難しく、いかに観客にその状況を伝えるか、そ

　ういったことが大変でした。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男子）

９．ワークショップを体験して思ったのは、やっぱりプロはすごい！ということです。ドアの開閉やハンガー

　を掛けるパントマイムも、全て本当に扉やハンガーなどが存在しているかのようで感動しました。同じ「劇団」

　を名乗っていても、うちのごった煮劇団とは違うなぁ、と改めて感じました。もっと、もっと精進しなけれ

　ば・・・。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（女子）

10．部屋に入室されてから終わりまで、ずっと明るい笑顔で私たちに話し掛けてくださり、さすがに女優さん

　だなぁ、と思いました。また、声がとてもしっかりしていて、中国語を聞くのが初めてだった私でも意味は

　（中国語の）わからないけど、聞き取ることができました。最後に実演では、動作から周りの背景を思い浮か

　べることができて、それこそ言葉が通じなくても理解することができ、今回のワークショップに参加して本

　当に良かったです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（女子）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

12 月 14 日　　　　　メモリアルホールで稽古

12 月 21 日　　　　　メモリアルホールで上演、270 名　。録画あり。

ごま版「天国の隣」上演台本

「天国の隣」

        　　　　　　　　　作・喩栄軍

        　　　　　　　　　構成・ごまのはえ
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配役

女１，　女２，　女３，　男，　メモをとる男

シーン①　「劇場」

客席は舞台上に造られている。

メモをとる男が合図をすると、劇場に男が女１２３を連れて入ってくる。

女達はアイマスクをされ、青い液体のはいったペットボトルをもっている。

メモをとる男　　いいですよ。

女達はアイマスクをとる。

周囲をもの珍しく見わたす。互いに初対面のようで、ぎこちなく会釈をかわす。

メモをとる男　　はじめてください。

音楽が始まる（ピチカート）

女らは戸惑う。「私は？」「私は私だ！」「私はもちろん私なのだ！」などと叫びながら客席中を走る。そして名

前を記された紙を見つけ、読み上げる。

女１　　私…私はＧという男を知っているが、誰も彼とは話をしてくれない。

女２　　私…私はＫという男を知っているが、彼はとんでもなく臆病だ。

女３　　私…私はＲという男を知っているが、人は皆彼を先生と呼ぶ。

男　　　私…私はＭという女を知っているが、彼女はとてもセクシーだ。

シーン②　「ピストルによる対話」①　

音楽が突然止む。

女１　　（怒鳴って）動くな！

女２がびっくりして両手をあげる。

女２　　（口はまだ止まらない）…どういうことでしょう？

女１　　母豚は数を数えられない。

女２　　そう…その通り。

女１　　（ピストルを正し）動くな！これは本物

　　　　だぞ。

女２　　（震えて）家には 80 歳の母がいて、世話

　　　　をしなければならないんです…

女１　　くそ！３歳の息子もいるんじゃないの　

　　　　か？

女２　　どうしてご存知なんですか？

女１　　うるさい！あまりにも時代遅れだ。ほか

　　　　のセリフにしろ！もっと新しい奴に！

女２　　（まだ震えて）お願いだから、僕を殺さ
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　　　　ないで。

女１　　誰が殺すといった？

女２　　じゃ、何のようで？

女１　　俺に聞くのか？

女２　　ああ、金か、（金をだしながらつぶやく）今日出たばかりのボーナス、全部で２００元です、全部あげ

　　　　ます！

女１　　（ピストルでヨウジンを指して）金なんかいらねぇ！

女２　　じゃなにがしたいんで？

女１　　（怒って）また俺に聞くのか？

女２　　いいえ、いいえ、自分に…自分に聞いているのです。

女１　　じゃお前はなにをしたいんだ？

女２　　僕は…僕は…わからない。

女１　　お前、分からないのか？

女２　　だって…

「パン」と銃声が響き、女２が撃たれて、倒れる。

音楽再開。しだいに小さくなる。

シーン③　テキストによる鑑定「Ｇ」

女３　　（長いため息つく、重責を背負っているように）悪徳と汚職がはびこり、奸寧と追従に染まる世の中よ。

　　　　はるかなる彼方の昔から、何ぞもってこれを絶えやさん？

男　　　バカなこと言ってないでお金もってるんでしょ？

女３　　（Ｍのほうを向きもぜず）小生を馬鹿と呼ぶなかれ、もっとバカなものもおる。

男　　　小生ねぇ（笑い）小生様、哀れな女の子にわずかばかりのおめぐみを。

女３　　（少しも相手にせず）君子と君子は、道を同じうするを以って朋と為し、小人と小人は、利を同じうす

　　　　るを以って朋と為す。君子は和すれども同ぜず、小人は同ずれども和せず。道同じからざれば、相為

　　　　に謀らず。（退場）

男　　　口ばっかり、

女１がじっと男を見ていた。

男 何？

女１　　今日もここにいたんだね。お金はちゃんと払うよ。（顔をＭの前まで突き出して）ほら、ごらんよ、僕

　　　　の顔って、優しそうだろ。

男　　　ええ、でもみんなは…あんたのこと人殺しだって。

女１　　違う、僕は人殺しじゃない！

男　　　キチガイだって。

女１　　証拠なんてないくせに。

男　　　あなたがその証拠を隠滅したって。

女１　　やつらこそキチガイだ。

男　　　だから…誰もあんたと話したがらない。

女１　　それなら奴らこそ殺人犯だ！知ってるかい？僕はすごい金持ちなんだ。僕には大金持ちのおじさんが
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　　　　いてね。亡くなった時に全財産をそっくり僕と飼い猫に残してくれたんだ。（Ｍはうなづく）話したっ

　　　　け？え、そうだったかな？（しばらく黙り）じゃぁ知ってるかい？彼には息子が六人と孫が 17 人い

　　　　たのに、その金を僕にくれたんだよ。しかも、しかも僕にあったこともなかったのに、だ。（舞台を指

　　　　しながら）ここにいる人たちと同じように、顔も知らないんだ。ほら、この町の人々、彼らだってお

　　　　互い知らない者同士だろ。でも実は、彼らの目標は同じなんだ。（ミミは頭をふる）わからないかな？

　　　　（ちょっと意外な感じで、そこでいらいらしてくる）本当に？まさか君がわからないなんてね。金だよ、

　　　　ごらん、この街の、このぼんやりした顔つきの群れ、喪失感の奔流の中で動めく人々は、皆顔を真っ

　　　　赤にして、息を荒げながら叫んでいるんだ！金！金！金！…（何かを考えている様子）でも、僕は金

　　　　なんかいらない、もう金持ちだからね。だから…だから…、僕には友達がいないのか？（Ｍは首をふる）

　　　　わからない？君は僕のことどう思う？（金を取り出す）ほら、20 元だ、今日僕と話してくれたお礼だよ。

男　　　（すぐ受け取る）どうも！

女１　　もう一言、お願い。

男　　　あ、り、が、と、う。

女１　　正直言って、僕のことキチガイだと思う？

男　　　そうね…、（首を振ってから、いささか無意識にうなずく）ちょっぴりね。

女１　　それでも僕と話してくれる？

男　　　だって、…私はキチガイじゃないもの。

女１　　（何かを悟る）あ、金か？（また金を取り出す）はい、２０元。

男　　　（ためらわずに）どうもーどうも。

女１　　知ってるかい……

女１が喋ろうとすると、オルゴールの音楽。

女１はそのまま口パクで喋り続ける。

男はメモを取る男のもとへ行き、何事が耳打ち。

やがて男は女１のもとに戻る。

音楽おわり。

女１　　神様、どうぞ男たちをお助けください。

男　　　忘れないでね、神様も男よ。今さら神様に祈っても、遅いわよ！

女１　　じゃ今夜夢を見るよ、来てくれるかな？

男　　　お、か、ね。

女１　　じゃ、なかったことで。

男　　　とぼける気？もうすぐ彼氏がくるから、言いつけてやるわ、私はこれでも乙女なんだからー

女１　　彼氏の職業は？

男　　　精神病院のお医者様。

女１　　じゃ彼はー

男　　　毎日キチガイと向かい合ってるから、彼はいくらでもあなたと話してくれるわ。

女１　　（怒る）僕はキチガイじゃない！

男　　　あんたがキチガイだなんて言ってないのに、なんで怒るのよ。キチガイ！

シーン③　テキストによる鑑定「Ｋ」

音楽がなる。

男と女１が右三行のやり取りを繰り返すなか、女２が白衣を着てキョロキョロ見回しながら登場。
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女２　　僕がＫだ。Ｋ！僕はＫ！我ながら臆病すぎる。なぜこんなに臆病なんだろう。人類に進化しそこねた

　　　　猿がいることさえ、自分の責任ではないかと疑ってしまう…

男　　　ダーリン、いらっしゃい！

女２　　（注意深く）小沢一郎はいないだろうな。

男　　　大丈夫よ、ダーリン、小沢一郎はめったに明石にはこないから

女２　　本当か？

女１　　（Ｋに手を伸ばす）こんにちは、Ｇです。

女２　　（同じく手を伸ばし、注意深くＧの手を握る）こんにちは！Ｇさん？…あなたのことはよくＭから聞い

　　　　ています。

女１　　キチガイですか？

女２　　（困る）それは…

男　　　あんたのことなんて話すもんですか！思い上がり、自惚れ！

女１　　さて、どこからはじめましょうか。

女２　　何がです？

女１　　話ですよ！腹を割ってはなしましょう！お喋りしましょう！なんだってかましませんよ！（上を見て）

　　　　じゃ、お天気について話しましょうよ！さぁどうぞ、このお天気は、ねぇ、この天気ったら、本当に、

　　　　いったい今日の天気は、（しかし劇場の天上しか見えない）…どうなってるんだろう？

女２　　（上を見ていて怖気づき）いやだよ、怖い…怖いよ…今日すごく怖ろしいことがあったんだ。お昼に、

　　　　お昼に…

女１　　昼に？何があったんです？

男　　　（あやして）大丈夫よ、ダーリン、ゆっくり話してちょうだい、ね！

女２　　お昼、食堂に行ったんだ。うちの病院の食堂はいつもこんでる、列の最後に並んで待っていると何か

　　　　の弾みで後ろから押されて、足が滑って、列の先頭に飛び出した。もう恥ずかしくてモジモジしてる

　　　　と、あのギョロメのテキパキした食堂のおばちゃんが、ハイって、僕におかずをよそってくれてたんだ。

　　　　ジャガイモと白菜煮込みだ！！知ってるかい？あのおばちゃんこれまで一度も何にするかって聞いた

　　　　ことないんだ。僕がここに勤めたその日から、ずっとジャガイモと白菜煮込みをよそうんだ。毎日毎

　　　　日ジャガイモと白菜煮込みだ。どんなに遅く食堂にいっても、おかずが残り少なくても、おばちゃん

　　　　はわざわざ僕のためにジャガイモと白菜煮こみを残しておいてくれる。白菜を買うために、毎日何キ

　　　　ロのも道を越えて、フランクフルトの銀行まで行くってさ。

女１　　おばちゃんにおかずを変えてくれと頼めばいいじゃないですか。

女２　　あのおばちゃん、実は、もともとウチの病院の患者だったんだ。それから病気が治ったんでそのまま

　　　　ウチで働いている。

女１　　まぁ今日のことだけ言えば、足が滑ったおかげで先頭に並べたのなら、ラッキーだったとも言えますよ。

女２　　でも、…振り返ると、列の最後に立ってる男が、ジロリと私を見ていたんだ。他の人たちは皆笑って

　　　　いたのに、彼だけは笑わずに、私を睨みつけていた。

女１　　それがどうかしました？それからどうなりました？

女２　　それからって？

女１　　そうですよ！

女２　　なにも。

女１　　なにも？

女２　　わたしを睨みつけた、ずっと睨みつけていました。

女１　　僕がお手伝いしましょうか？そいつを誘い出してくれれば、僕が殺してやりますよ。
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女２　　（自分で脈をみて、額をさわる）Ｍ、血圧が上がってきた、脈も速い、内分泌が乱れ、白血球も減少、

　　　　精神分裂症前期の症状だよ（Ｍは彼をなだめ、落ちつかせようとする）調べてみたんだ、奴の名前はＹ、

　　　　ウチの病院がアメリカから招いた弁護士だ。あいつのおじさんはウチの病院の院長の母親の姉妹の甥

　　　　の娘なんだよ！（絶望的に）今度こそおしまいだ、わかるだろう、僕がどんなにがんばっても、もう

　　　　おしまいなんだ。

女１　　（男に問う）彼の専攻はなんなんだい？こんなに臆病で。

男　　　臆病者はどっちよ！彼はマサチューセッツ工科大学のエリートで、もともと外科が専門、卒業後に精

　　　　神病院の神経内科に配属されて、内科医になったけど。

女１　　神経内科か？じゃ彼の病院の院長の専門は？

女２　　イギリス文学だ。

女１　　イギリス文学？

女２　　そう。院長は 10 何年もシェークスピアを研究して、ついにシェークスピアは彼の遠い従兄弟だった

　　　　という結論に達したのです。彼は元々何年もウチの病院の患者でした。病気が治ってから、あっちこ

　　　　っち説得してまわったおかげで、病院に残って医者になれたんですよ。

女１　　どうしてまた、患者が医者になれたんだろう？

女２　　長患いが名医をつくる。それが道理というものです。

女１　　キチガイばっかっりだ。

女２　　お前こそキチガイだ。

女１　　（怒る）僕はキチガイじゃないって。

女２　　そうとも。

女１　　（驚く）そうって？

女２　　医者だから、よくわかります。本物のキチガイは自分をキチガイと認めないものです。

女１　　（怒り爆発寸前）僕は…

女２　　（突然何かを思い出したように）。僕はあんな風にすべってはいけなかったんだ。あいつは私を睨みつ

　　　　けていた、きっと怒ったんだ。彼のおじさんはウチの院長の母の姉妹の甥の娘だとういうのに。私は

　　　　院長にどうすれば顔向けできるだろう！もっと気をつけていたら、滑ったりしなかったのに。（彼は身

　　　　を縮めて、しゃがみこむ、両手で頭をかかえて顔を膝の間にうめ、とてもつらそう）

男　　　（しゃがんで、女２を慰める）大丈夫よ、ダーリン、皆過ぎたことだからね。

女１　　大丈夫だ、僕がそいつにピストル突きつけてやりますよ。

女２　　（驚いて、あたまをあげて）とんでもない！

女１　　そうなればそいつは嫌でも僕と向き合わなきゃいけないだろ？

男　　　（我慢できない）まさか、誰がキチガイと向き合うもんですか。

女１　　（悔しそう）俺はキチガイじゃない！！

シーン④　テキストによる鑑定「Ｒ」

音楽がなる。

女１　　僕はただちゃんと誰かと話をしたいだけなんだ。お金とか、そういうことじゃなく、ちゃんと僕の話

　　　　を聞いてくれるような…

喋り続ける女１の口に男がタオルを突っ込む。

音楽小さくなる。
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女３　　私はＲ。皆は詩人と呼ぶであろう。私はいま行列に並んでいる。ライオンが見えてきた。三越だ。

              男は白衣を着て、医者になる。

男　　　先生？先生ですよね？先生？

女３　　（偉そうに）おや陳くん、今日は日直ですか、ご苦労様！

男　　　（慎重に）いいえ、いいえ、先生こそお疲れ様です。おいでいただけるとはつゆ知らず。失礼しました。

　　　　何故並んでおられるのです？

女３　　列に並ぶ、大衆の感情を知るためです。こちらの院長は？

男　　　お答えします。院長は花果山の水簾洞で現場会議に出席中です。

女３　　（ゆっくり座って）花果山へ？院長はまるで午年生まれのようですな！

男 ところで、失礼を承知の上でお尋ねするのですが、…どこかお悪いのですか？

女３　　（語尾を引き伸ばして）いや別に取り立てては。もともと、午前中に会議が予定されていたのだが、そ

　　　　の後、上司に用事が出来、中止になったのだよ。分かるかね、この会議の為に何ヶ月ものあいだ、私

　　　　は準備をしてきたのだ。多方面で調査研究し分析総括して、発見した。この会議でたくさんのことを

　　　　上に報告せねばならんとな。だがわかるかね、その会議が突然取り消されたんだよ。（絶望的）君にわ

　　　　かるか、この手の会議は半年に一度しか開かれない。この胸の中が、ああ、張り裂けそうだ！（泣き

　　　　たくなる）だが考え直してみると、この辛さも病気じゃないかと思えてきてね。それに、午後もたい

　　　　して用事はなかったので、いや違うな、とにかくやって来たんだよ。院長とゆっくり話そうと思ってね。

　　　　しかしそれ…ああ、もう二週間も院長に会ってないんだ。会いたくて会いたくて。

男　　　（ずっと真剣に聞いていたが、注意深く）なるほどそれはお困りでしょう。どうです。今から会議で報

　　　　告する予定だったことを、ここでお話になっては？

女３　　でも、院長はいないんだ。

女３はタオルを突っ込まれた女１を見つける。

女３　　この人は誰だね？

男　　　（蔑んで）キチガイです。ありもしない病気を騒ぎ立てているんですよ。

女１　　（男は女１の口を利けるようにしてやり）お前らのほうがキチガイだ！

女３　　なるほど。本当のキチガイだな。

女１　　（うめいて）うん！うん！

男　　　そうだ先生。みてくださいこのでっぷりとしたクチビル。院長そっくりだ。彼を院長と仮定しましょう！

男は女１に白衣を着せ、自分はメモをとる男のそばにゆく。

女３と女１はこの展開にしばらく戸惑うが、やがて大げさな音楽がかかると、劇中劇を再開させる。

大げさな音楽。

 

女３　　紳士淑女のみなさん、話すべきことは、先ほど院長がすべて話されました、感動しております、この

　　　　ように部下を思い、部下をいたわる上司がいるとは。これは、私たちが前世で徳を積んだ証でありま

　　　　しょう。（感動のあまりまた立ち上がり、拍手する）補足すべきことも、主任がみな補足してください

　　　　ました。非常によいタイミングでした。今、わが部門の代表として、私が今年上半期の仕事の状況を

　　　　報告させていただきます。我々は大量の仕事をこなし、わずかばかりの成績をあげました。しかるに

　　　　皆さんがご存知のように、この成績は院長のサポートがあってこそのものです。ここで、このことを

　　　　強調するのは非常に必要であります。なぜならそれは院長が私たちに心を配り、私たちをいたわって
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　　　　くださることの具体的な表現だからです。私の発言は全部で７部門、16 のテーマからなっています。

　　　　まず、その一つ、最も大切な部分からお話いたします。それは、わが局が公共トイレを新設するうえ

　　　　で、紳士用と婦人用に分ける必要があるかどうかについてです。それは、全く不必要だと考えており

　　　　ます。院長のおっしゃった通り、人間がこの世に生まれ、飲む、打つ、買う…（ページをめくる）飲む、

　　　　食う、出す上において、誰もトイレを離れることができないからであります…

以上の長いセリフの最中、男はノートをもって女３の女１の様子を克明にメモをとる。

メモを取る男が鐘を鳴らす。音楽は止む。男とメモを取る男は劇場を去る。

鑑定は一時中断される。

シーン⑤　休憩中（ヨウ狂による鑑定）

女達は互いに顔も知らない。

女３が何か話しかけるが、それが何語であるかもわからない。

三人は青い液体を飲み続ける。

劇場のドアがあいて白衣を着た男が登場。

女三人をじっくりと見る。

女１　　あの…その…えっと、…

男（シュウブンテン）

　　　   このではなく、そのではなく、あのではなく、私である、私が院長、シュウブンテンで

　　　　ある。円周率の周、文学の文、天才の天。レーニンは 1918 年にこう言った、まもなく、ミルクが

　　　　手に入る、パンも、何もかもが手に入るだろう。こっちに着たまえ、あなた、そうだ、あなたたちは

　　　　私の両腕だ。知っているか？マルクスはユダヤ人、アインシュタインもユダヤ人、フロイトもユダヤ

　　　　人だ。だが彼らはみなドイツ人でもある。そのわけを知っているかね？

女３　　いいえ、知りません。

男　　　彼らの両親がドイツ人だったからだ。ヒトラーはドイツ人だから、ヒトラーの両親はきっとドイツ人だ。

　　　　これは正しいか。いいや、命題が成り立ってないな。ではなぜマルクスがドイツ人なのか？どうして

　　　　だろう？（彼女は苛立っていったり来たりして、急に悟ったような様子）ああ、そうだ、コールがド

　　　　イツ人で彼が総理だからだ。だが、すぐ首になる、そうだ、総理だ。それでは、マルクスはなぜドイ

　　　　ツ人だが分かったかね？

女３　 はい、分かりました。

男　 ほう？何故です？

女３　　（困惑）

男　　　（得意そうに）ほら、分からないでしょ、怖いのですか、あなたは自分が何を怖がっているのかを分か

　　　　っていますか。それは、今、私が上司、あなたの上司、全世界の支配者だからです。まさにこのために、

　　　　誰もが私に服従し、私は好きなように振舞っているのです。

女３が何かを言いかけると、男は指を唇の上にあて、何も言うなと指示をだす。女三人はこれも形を変えた鑑

定であることに気がつき始める。

男　　    1553 年、ポルトガル商人は嵐にあったことを口実に、マカオに駐留した。1793 年、イギリス

　       　 はポルトガル、オーストリア、オランダ、イタリア、スペインなどの国家を集めて、フランスがルイ

　　　　16 世を処刑したことを口実にして、第一次対仏大同盟を設立した。1853 年、ロシアはトルコ政府が
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　　　　ギリシア正教徒を迫害したことを口実に、トルコに派兵した。1898 年、アメリカはキューバ解放を

　　　　口実に、米西戦争を起こした。1914 年、オーストリアはサラエボ事件を口実に、セルビアに宣戦布

　　　　告し、第一次世界大戦が勃発した。1956 年、イギリスとフランスは運河保護を口実に、エジプトに

　　　　侵入し、スエズ戦争（第二次中東戦争）を起こした。1927 年…

女２　　どうしてそんなに詳しく知っているんですか？

男　　　（中断されて、怒って）今どこまでしゃべった、どこまでだった？

女２　　そ……それは……えと、19…… 27……そう、27 年までです。

男　　　27、そうとも、月が地球の周りを一周公転に要する時間は 27、32 日で、月の変化の周期は 29、53 日だ。

　　　　天王星の公転周期は８４年で、海王星の自転周期は 18 時間くらい、冥王星公転平均スピードは 4.74

　　　　毎秒キロメートルだ。君は誰だね？

女１　　私、…私は…

男 われわれは冷静になろう。冷血動物のようになって、眼には眼、歯には歯をもってしよう。この血と

　　　　涙を凍りつかせて、きゃつらを一人でも多く殺す研究をしよう。日本人が一人死ぬのに、アメリカ人

　　　　を一人地獄へひっぱっていては引き合わない。一人は三人を殺そう。二人は七人殺そう。三人は十三

　　　　人殺そう。こうして全日本人が復讐の陰鬼となってこそ、この戦争に生き残り得るのだ。

以上のセリフの最中にメモを取る男が劇場に入ってくる。

鑑定開始の鐘をならす。

シーン⑥「ピストルによる対話」②

音楽がかかる。

女三人は走りまわる。

男 母豚が十匹の子豚と川をわたる。一回目は三匹渡し、二回は五匹渡した。母豚は数えてこういった、うん、

　　　　そろったわ。さてどういうことでしょう？母豚が 10 匹の子豚と川を渡る。一回目は三匹渡し、二回

　　　　は５匹渡した。母豚数えてこう言った、うん、そろったわ。さてどういうことでしょう？

女三人　動くな！

女三人は劇場の壁に向かいペットボトルを突きつける。

男　　　（口はまだ止まらない）…どういうことでしょう？

女　　　母豚は数を数えられない。

男　　　そう…その通り。

女　　　（ピストルを正し）動くな！これは本物だぞ。

男　　　（震えて）家には 80 歳の母がいて、世話をしなければならないんです…

女　　　くそ！３歳の息子もいるんじゃないのか？

男　　　どうしてご存知なんですか？

女　　　うるさい！あまりにも時代遅れだ。ほかのセリフにしろ！もっと新しい奴に！

男　　　（まだ震えて）お願いだから、僕を殺さないで。

女　　　誰が殺すといった？

男　　　じゃ、何のようで？

女　　　俺に聞くのか？

男　　　ああ、金か、（金をだしながらつぶやく）今日出たばかりのボーナス、全部で』200 元です、全部あ
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　　　　げます！

女　　　金なんかいらねぇ！

男　　　じゃなにがしたいんで？

女　　　（怒って）また俺に聞くのか？

男　　　いいえ、いいえ、自分に…自分に聞いているのです。

女　　　じゃお前はなにをしたいんだ？

男　　　僕は…僕は…わからない。

女　　　お前、分からないのか？

男　　　だって…

女はピストルを撃つ仕草、けれど倒れたのは自分。

音楽が流れる。

以下同じシーンが５回繰り返される（計６回）

各回差異は、

二回目は男の「母豚が六匹の子豚と…」のセリフが一部、省略される。

三回目は、やり取りが少し早くなる。

四回目は、音楽がなくなり、男のセリフが省略される。

五回目は、途中より別の音楽がかかる。

六回目は、男が「弁護士のセリフ」を言う。

弁護士のセリフ　

　　　　「だけど、いい方法がある。大丈夫、裁判の時間を引き延ばすんだ。狂ったフリをするんだ。そう、キ

　　　　チガイのフリをするんだ。取調べてくれないのは、お前をキチガイだと思ってるからかもしれない。

　　　　だって、もともとお前のした行為はキチガイ沙汰だからな。自分をキチガイだと認めるキチガイはい

　　　　ない。とりあえず取り調べには、時々正直に答えて、時々嘘をつくんだ。つまり、相手によって話す

　　　　言葉を変える。もし彼らがお前を本当のキチガイだと認めたら、お前を病院に送ってくれるだろう。

　　　　そうすれば、数年で退院できる。それに、そこにはたくさんのキチガイがいて、お前の話を聞いてく

　　　　れる。（小さい声で）行けばわかる。忘れるな。きっと。」

六回目の繰り返しを終え、床に倒れこんでいた女が呟く。

女たち　まるで天国みたいなところだな。

女たちは風船をもち歩く。

☆  ☆

挿話①　「日記より」　

昭和 20 年 3 月 11 日。晴れ。午前零時ごろより三時ごろにかけ。Ｂ 29 約百五十機、夜間爆撃。東方の空血

の如く燃え、凄惨言語に絶す。

　午後、Ｋと二人本郷に向かう。

焼けた石、舗道、柱、材木、扉、その他あらゆる人間の生活の背景をなす「物」の姿が、ことごとく灰となり、

煙となり、なおまだチロチロと燃えつつ、横たわり、投げ出され、ひっくり返って、眼路のかぎりつづいてい
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る。リヤカーに泥まみれの布団や、赤く焼けただれた鍋などをごたごた積んで、額に包帯した老人や、幽霊の

ように髪の乱れた女などが、あえぎあえぎ通り過ぎてゆく。しかもこの本郷の惨禍はまだ小さい方なのだという。

日比谷はまだひどい。浅草はさらにひどい。本所深川はなんとも形容を絶しているという。

自分たちは向山の下宿を探しあてた。廃墟となっていた。松葉が灰の中に倒れていた立て札を探してきた。

一家無事でＡ町の何とかという鮨屋に移ったよし書かれてある。自分たちはそれを訪ねて歩き出した。風はま

だ冷たい季節のはずなのに、むうっとする熱風が吹いてくる。黄色い硫黄のような毒煙たちゆらめく空に、碧

い深い空に、ひょうひょうと風がうなって、まだ火のついた布や紙切れがひらひら飛んでいる。

「こうまでしたか、奴ら！」と思ったのである。

昨晩目黒で、この下町の炎の上をゆうゆうと旋回しては、雨のような焼夷弾を撒いているＢ２９の姿を自分

は見ていた。おそらくきゃつらは、この下界に住んでいる者を人間仲間とは認めない、小さな黄色い猿の群れ

とでも考えているのであろう。もちろん、戦争である。敵の無差別爆撃を、天人ともに許さざるとか何とか、

野暮な恨みはのべはしない。敵として日本人を何万人殺戮しようと、それは極めて当然である。

さらばわれわれもまたアメリカ人を幾十万人も殺戮しようとも、もとより当然である。いや殺さねばならな

い。一人でも多く。

われわれは冷静になろう。冷血動物のようになって、眼には眼、歯には歯をもってしよう。この血と涙を凍

りつかせて、きゃつらを一人でも多く殺す研究をしよう。

日本人が一人死ぬのに、アメリカ人を一人地獄へひっぱっていては引き合わない。一人は三人を殺そう。二

人は七人殺そう。三人は十三人殺そう。こうして全日本人が復讐の陰鬼となってこそ、この戦争に生き残り得

るのだ。自分は歯をくいしばって青空を見た。日は白く、虚しく、じっとかがやいていた。

水道橋駅では、大群衆が並んで切符を求めていた。みな罹災者だそうだ。罹災者だけしか切符を売らないそ

うだ。

「おい新宿に帰れないじゃないか」

二人は苦笑いしてそこに佇んだ。

焦げた手拭いを頬かむりした女が、ぼんやりと路傍に腰をおろしていた。風がふいて、しょんぼりした女に、

白い粉塵を吹きかけた。そのとき、女はふと青空を仰いで、

「ねぇ‥‥また、きっといいこともあるよ。‥‥」と、呟いたのが聞こえた。

数十年の生活を一夜に失った女ではあるまいか。子供さえ炎に落としてきた女ではあるまいか。あの地獄の

ような阿鼻叫喚を十二時間前に聞いた女ではあるまいか。

それでも彼女は生きている。また、きっと、いいことがあると、もう信じようとしている。

☆  ☆

シーン⑦　笑いによる鑑定

メモを取る男が女たちに近づく。

メモを取る男　フランス語で指が十本ある。なんて言うかわかりますか？「ユビジュボーン」！

女達は困惑する。

メモを取る男は手持ちのノートに何やら書き付ける。

メモを取る男　　韓国語でサンドウィッチ、なんて言うかわかりますか？「パンニハムハサムニダ」！

一人が愛想笑いをする。
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メモを取る男は何かをメモする。

メモを取る男　　尾のない熊はオナシ熊、耳のない熊はミミナシ熊、じゃチンチンのない熊はナニ熊かな？…

　　　　　　　チンナシ熊かな？

男　　　（関西風突込みで）そらお前メス熊やがな！

メモを取る男は何かメモする。

メモを取る男　　金持ちの息子が池に落ちた、どんな音がした？

女２　　ぼっちゃん。

メモを取る男　　高齢の女性が池に落ちた、どんな音がした？

女１　　ばっちゃん。

メモを取る男　　悦子さんが池に落ちた、どんな音がした？

女３　　えっちゃん。

メモを取る男は何かメモする。

メモを取る男　　大阪の道をチャウチャウを散歩している人がいた。それを見たおばさん二人の会話。「ちゃう

　　　　　　　ちゃう？」「ちゃうちゃう。ちゃうちゃうちゃう」「ちゃうちゃう。ちゃうちゃうちゃうん」「ち

　　　　　　　ゃうちゃうちゃう。ちゃうちゃうちゃう」「ちゃうちゃう」「ちゃうちゃう。ちゃうちゃうち

　　　　　　　ゃう」「ちゃうちゃう。ちゃうちゃうちゃう」…（続く）

女たちは笑い始める。

原田知世「ロマンス」がかかる。

体操の時間。

シーン⑧　配役のシャッフルとピストルによる対話②

体操が終わると男は女達の健康状態をチェック。

そして二回目の配役が始まる。

音楽が始まる。

女たちは「私、私は」と言いながら配役の紙をさがす。

やがて見つけ出し、

女３　　私…私はＧという男を知っているが、誰も彼とは話をしてくれない。

女１　　私…私はＫという男を知っているが、彼はとんでもなく臆病だ。

女２　　私…私はＲという男を知っているが、人は皆彼を詩人と呼ぶ。

男　　　私…私はＭという男を知っているが、彼女はとてもセクシーだ。

音楽がパタリとやみ、女３が女１にペットボトルのピストルを突きつける。

以下の会話中に女二人は関西風ボケテマンネンのポーズをときおり見せる。

そのたびにメモを取る男は失笑し、採点するかのようにメモをする。

女３　　（怒鳴って）動くな！

女１　　（慌てて手を上げ、震えている）チンナシ熊かな？
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女３　　あほ、メス熊だ。

女１　　そう…その通りだ。けど、家には…、

女３　　（厳しそう）ちょっとまて。（ポケットから黒色のストッキングを取り出し、女１の見つめる中自分の

　　　　頭に被り、それから手に持っているピストルを振って）続けろ！

女１　　家には 80 歳の母がいて、その世話をしなければならないんです…

女３　　くそ！３歳も息子もいるんだろ！

女１　　（まだ震えて）お願いです、僕を殺さないでください。

女３　　誰が殺すといった？

女１　　じゃ何の御用で？

女３　　俺に聞くのか？

女１　　いいえ、いいえ、自分に聞いているだけです。

女３　　うるさい！金を出せ！

女１　　ああ、（金を出しながら呟く）あなたは運がいい。今日、ボーナスをもらったばかり、全部で 200 元

　　　　あります。（女３に渡そうとしたが、また手を引っ込めて）

女３　　どうした？

女１　　全部は渡せない！

女３　　何故だ？

女１　　１元増えれば、あなたはその分犯罪の深淵に近づくんですよ！ 100 元だったら、ずいぶん刑が軽くな    

　　　　るでしょう！どうですか？

女３　　お前、仕事は？

女１　　弁護士です。将来、罪を犯すことがあれば、相談にきてください。

女３　　いつもテレビや、法廷でうろうろして、しゃべり続けているやつか？

女１　　（急いでただして）正義を守っているのです。

女３　　正義だって？それなら、今すぐその正義ってヤツを守って見せてもらおうじゃないか！全部出せ！出

　　　　さないと、お前の頭に花が咲くぞ！

女１　　100 元渡せば、イギリスカリフォルニァ刑法の第七章の 135 条によって、今の状況では長くても懲役  

　　　　半年ですみます。しかし、全部渡せば、懲役二年になりますよ。ちょっと計算してみても、引き合わ

　　　　ないでしょ。これは職業倫理の問題です。当事者の利益を考えること。そのために私は主張します。

女３　　本当に撃つぞ！

女１　　（震えて）お願いです、撃たないで。撃つと、どうなると思います？

女３　　さぁね。

女１　　第一に、私は死にます。あっという間に、あまりに速くて苦しみなども感じないまま、伝統的な言い

　　　　方によると、天国に行くのでしょう。その後、私は烈士に認められるかもしれません。死の直前の反

　　　　抗が暴徒と戦う正義の痕跡と認められて。こうなると、多くの人がわたしのことを学び、悼んで、葬

　　　　式に参列するでしょう。イギリスのテキストに載って、フランスの子供達が私の正義の行為を学ぶか

　　　　もしれません。ところで、あなた、子供がいますか？

女３　　いや。

女１　　それでは、あなたのお父さんに子供はいますか？

女３　　（頷いて）俺は一人っ子だ。

女１　　その子供も私のことを学ぶでしょう。

「一人っ子」にまつわるボケを女二人はメモを取る男に強調して訴えるが、メモを取る男には、上手く伝わらない。

選手交代。今度は女２が女１に替わってコキを演じる。
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女２　　じゃ、俺は？

女３　　何？（目をさます）あんたか？

女２　　俺様だよ。（ピストルを持つ手をかえる）

女２　　あんたねぇ、ちょっと考えてみようか、あんたならきっとこうだ。金を奪う、もちろん 100 元だ、残

　　　　りの 100 元はやらないよ。あんたが金を持ち去る。次の日、いや、今晩かな、あんたは捕まり、手錠

　　　　をはめられる。知っているだろうけど、手錠は鉄で出来ていて、冷たいんだよ。手首に二筋の青い痕

　　　　が残るだろうな。そんな細かいところ、誰も気にしやしない、なんせあんたは殺人犯なんだから。　

　　　　数日後、裁判が始まる。僕があんたの弁護士にならなくてもあんたは有罪。死刑だ、そう、死刑に違

　　　　いない。奥さんはひどく悲しむだろう。けど、一週間もすれば、再婚する。あんたの子供は、奥さん

　　　　が再婚した翌日から孤児だ、街角で乞食をして暮らすんだ。

女２はメモを取る男を笑わせようと奇態をさらすが、メモを取る男はまるで反応しない。退屈したのか女３が

ピストルを向けるたび「バン、バン」と奇声を放つ。

女二人は困惑し、劇中劇は中断される。

男は女三人を集合させる。

シーン⑨　サイレントコメディ

男の合図により、音楽がなる。

女たちは殺し屋になり、互いに撃ち合いをはじめる。

その際、ぶつかったり、躓いたりしてメモを取る男を笑わせる。

音楽の合い間合い間に、二つのことが挿入される。

女３によるタイ語の後悔

女２による演歌の後悔（演歌の節をつけて以下のセリフを熱唱

♪　あなた、私を責めないで。私が間違っていたわ。これからは、全部あなたの言うことを聞くから。おっし

ゃって、晩ご飯はなにがいいかしら？　しょうゆ煮込みの熱帯魚、それともジャガイモと白菜の煮込み、何で

も作ってあげる。これからは毎日作るわ、ちゃんと作って、家であなたの帰りを待っているわ。

多彩なイメージを孕みながらサイレントコメディは続く。

女１が耐え切れず叫ぶ。

女１　　嫌だ！！！！！！！！！！！

音楽は中断され、メモを取る男は劇場が出てゆく。

女三人は脚立にのぼる。

男は弁護士になる。

弁護士　天気予報によれば、明日……明日は晴れだそうだ。

　　　　どうして鑑定をうけない。

　　　　言ったろうキチガイのふりをしろって。

　　　　死ぬって？　死んだら、誰もおまえの話なんか聞いてくれないんだぞ。
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　　　　無実だと申し立てることもできたのに！

　　　　じゃあ……このまま諦めるの？

シーン⑩　夕暮れの犯罪者（忘れられない女　忘れられた女）

音楽「灰色の瞳」がかかる。

女三人は脚立からおり、ショールをまとい。夕暮れの女の演じる。

　　　

シーン⑪　バスタブの男

音楽が止むと、中央のバスタブに裸になった男がいる。

中空を見つめ、うわ言のように呟きをやめない。

男　　　お前のしたことはキチガイ沙汰だ。

　　　　怖いのか？

　　　　お前がいま何を怖がっているか、わかるか？

　　　　それは、今、私が全世界の支配者だからです。まさにこのために、誰もが私に服従し、私は好きなよ

　　　　うに振舞っているのです。

男を取り囲むように、白衣を着た女たち。

男　　　1553 年、ポルトガル商人は嵐にあったことを口実に、マカオに駐留した。1793 年、イギリスはポル

　  トガル、オーストリア、オランダ、イタリア、スペインなどの国家を集めて、フランスがルイ 16 世を

　  処刑したことを口実にして、第一次対仏大同盟を設立した。1853 年、ロシアはトルコ政府がギリシ　

　  ア正教徒を迫害したことを口実に、トルコに派兵した。1898 年、アメリカはキューバ解放を口実に、

　  米西戦争を起こした。1914 年、オーストリアはサラエボ事件を口実に、セルビアに宣戦布告し、第一  

　  次世界大戦が勃発した。1956 年、イギリスとフランスは運河保護を口実に、エジプトに侵入し、スエ

　   ズ戦争（第二次中東戦争）を起こした。1927 年…

女２　　どうしてそんなに詳しく知っているんですか？

男　　　今どこまでしゃべった、どこまでだった？

女２　　1927 年。

男　　　27、そうとも、月が地球の周りを一周公転に要する時間は 27・32 日で、月の変化の周期は 29・53 日だ。

  　　    天王星の公転周期は 84 年で、海王星の自転周期は 18 時間ぐらい、冥王星公転の平均スピードは４.74

　  毎秒キロメートルだ。（急に立ち止まって、女１をじっと見て）君は誰だね？

女三人　？

男　　　…皇帝ですか？あなたはもしや皇帝なの

　　　　ですか？

女三人は笑う。つられるように男も笑う。

 

男　　　（メモを取る男に）残念ながら完全なキ

　　　　チガイです。自分のことを医者だと信じ

　　　　ているみたいです。

女　　　（メモを取る男に）残念ながら完全なキ

　　　　チガイです。私たちのことを医者のふり
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　　をした患者だと信じてるみたいです。

男　　　（メモを取る男に）残念ながら完全なキチガイです。私のことを本当は医者なのに患者のふりをしてい

　　　　る患者だと信じてるみたいです。

女　　　（メモを取る男に）残念ながら完全なキチガイです。私たちのことを本当は患者なのに今は医者のふり

　　　　をしているだけの患者だと信じているみたいです。

男　　　（メモを取る男に）残念ながら完全なキチガイです。私のことを本当は医者なのに患者のふりをしてい

　　　　ま医者のふりをした私は患者で医者は患者のふりをした患者は患者なのだと信じているみたいです。

女　　　（メモを取る男に）残念ながら完全なキチガイです。自分のことを本当は医者なのに患者が医者のふり

　　　　をしているだけの患者だった医者は患者と医者の医者である患者？

笑いがやむ。

男　　　私はキチガイではありません。でも、自分で自分のことをキチガイだというキチガイはいないことは

　　　　知っています。

女２　　私もキチガイではありません。もちろん、自分で自分のことをキチガイだというキチガイはいません

　　　　けど。

女１　　私もキチガイではありません。自分のことをキチガイだというキチガイはいませんが。

女３　　私はキチガイです。だって自分のことをキチガイだというキチガイはいませんから。

男　　　じゃ私もキチガイだ。

女１　　私も、

女２　　私もキチガイだ。

四人は「私はキチガイだ」と言いつのる。

シーン⑫　「プラズマ演出家～素顔」

ピチカートの音楽がかかる中、

音楽が何の前触れもなくカットアウトする。

メモを取っていた男が、音楽の続きを口で言い続ける。

その姿は完全なる狂人である。

 ☆   ☆

挿話②　「日記より」

夏の日。セミの音がうるさい。

　…オモウニ今後帝国ノ受クベキ受難ハモトヨリ尋常ニアラズ。ナンジ臣民ノ衷情モ朕ヨクコレヲシル。然レ

ドモ朕ハ時運ノ趣クトコロ耐エ難キヲ耐エ、忍ビ難キヲ忍ビ、以ッテ万世ノタメニ太平ヲヒラカント欲ス。朕

ハココニ国体ヲ護持シ得テ、良民ナルナンジ臣民ノ赤誠ニ信キシ、常ニナンジ臣民ト共ニアリ。然レドモ朕オ

モウニパラパラダケガチャーハンニアラズ、パラパラシテテモマズイチャーハンノアルコト、ナンジ臣民モ知

ルトコロナリヤ。火ヲトメテカラ卵ヲカケレバ、ベチャベチャチャーハンノ出来上ガリ、美味イ。我ガ家ノチ

ャーハンッテイウカ焼キ飯ニハ、竹輪ガキザンデハイッテタ、って言うか、何の話？ちょっと何の話よこれ！

おい！開けろ！開けろ！はよせい！！
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 ☆   ☆

メモを取る男がスクリーンを広げ、プロジェクターのスイッチを押す。

プラズマ演出家が映し出される。怒っている。

プラズマ　　　ヘイヘイヘイヘイ！ヘイアクターアンドアクトレス！しょっぼいしょっぼい。

　　　　　　　しょっつつううううううううぼい！ぼい！もっと情念もっともっと情念。情念だから演劇は。

　　　　　　　みて見ろお客さんの顔をポカーンじゃないか！ポカーン。ヘイアクター。リッスンツュミ。シ

　　　　　　　ェークスピア曰く。カモン。

メモを取る男　バーバビババビババ。

プラズマ　　　「最悪といっているうちは、まだ最悪ではない」カモン。

メモを取る男　バイバクボ、ビッテビルウチハ、

プラズマ　　　ノンノンノン！なんや君は困った子やな。「最悪といっているうちは、まだ最悪ではない」！カ

　　　　　　　モン！

メモを取る男　バイバブ！！！！

プラズマ　　　笑うな！何が可笑しい！私はいくら笑われたっていいんだ。けどなシェークスピアを笑うこと

　　　　　　　は許さんぞ！はい次。ヘイ、ユー（男）お前だよお前だよお前だよ。なんだその体。バスケか？

男　　　　　　サッカーです。

プラズマ　　　サッカー？？サッカー？？？それがシェークスピアとどう関係があるんだ？言ってみろ？

男　　　　　　えっと。

プラズマ　　　シェークスピア曰く「人間とはなんと造花の妙を極めた恐るべき傑作なのだろう！でもその人

　　　　　　　間が、私にとってはたかのしれた塵芥の精髄としか思われない！」

男　　　　　　…

プラズマ　　　その上君はサッカーまでするのか？？ご苦労！

男　　　　　　（よくわからず首をひねる）

プラズマ　　　なんだその顔？なんか不満なのか？私はいくら首をひねられたっていいさ、でもなシェークス

　　　　　　　ピアに首をひねることは許さんぞ。

男　　　　　　すいません。

プラズマ　　　君のような若い演劇人がシャークスピアに興味を持つ、わし、ほんまはうれしいねん。

男　　　　　　はい。

プラズマ　　　でもな。演劇界にはエベレストよりも高い山がある。なんて山かわかるか？

男　　　　　　シャークスピア。

プラズマ　　　そうや。いくぞ。若者。

男　　　　　　はい。

プラズマ　　　リッスンテゥミ、「かつて私という人がいた」カモン。

男　　　　　　かつて私という人がいた。

プラズマ　　　ノンノン。かつて私という人がいた。

男　　　　　　かつて私という人がいた。

プラズマ　　　かつて、

男　　　　　　かつて

プラズマ　　　わたしという人がいた。

男　　　　　　わたしという人がいた。
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男とプラズマ演出家はレッスンを続ける。

メモをとる男はまたあの音楽をくちづさむ。

女三人は手持ち無沙汰に、そこいらに散らばって

いる配役の紙を、開いては読み上げる。

女１　　私…私はイメルダという人を知ってい　

　　　　る。

女２　　私…私はサイトウアキオという人を知っ

　　　　ている。

女３　　私…私はホウシャオシェンという人を知

　　　　っている。

女１　　私…私はエドワードスミスという人を知っている。

女３　　私…私はタオミリィという人を知っている。

女たちは次々に世界中の人の名前を言ってゆく。

そんな中、女１はマイクに向かう。

女１　　私…は私です。私…は私です。（右手をあげる）今、右手を上げている私。（右手を下げる）今、右手

　　　　を下げた私。私…は私です。今朝ここに来る前に、カーテンをあけたら、ガラス越しに赤い小さな南

　　　　天の実を見つけました。このアパートに越してきて初めての冬です。よく見れば赤い実の中に、小さ

　　　　な鳥がもぐり込んでいます。あ、この鳥…、そう思ったのですが、思い出せませんでした。実家の庭

　　　　にも、小学校の観察樹木にもよく来ていた鳥なのに、思い出せませんでした。前住んでいたアパート

　　　　はもっと山側にあって、木も花もたくさんあって、でもそんなことまるで気にしなくて。その前に住

　　　　んでいたところは道路のすぐそばで、夏はバイクの音がうるさくてクーラーをつけなきゃ寝れなくて。

　　　　その前は妹と二人暮らしで、妹が彼氏とアパートの前でずっとお喋りしてて嫌で嫌で、その前はまだ

　　　　実家で、実家は千葉の我孫子というところ。あの鳥は、なんて鳥だっけ？そう思った朝の一瞬。けれ

　　　　どもう時間です。今日は明石にある大学でお芝居の本番をしなくちゃいけない。急がなきゃ。電車に

　　　　って、ご飯も食べて、今、お芝居していても、今朝の鳥のこと、誰か知りませんか？少し青い尾の短

　　　　い鳥でした。スズメより少し大きくて。探してください。少し青くて尾の短い、スズメより少し大き

　　　　くて。知りませんか？知りませんか？あぁ私はまたキチガイを演じなくてはいけません。もうすぐ私

　　　　の耳に鳥の羽音がかすかに聞こえるのです。それは皆さんには聞こえないでしょう。私はそれを追っ

　　　　て、また劇場中を走り回らなくてはいけないのです。もうすぐ正月ですね。私の実家は福島の三春と

　　　　いうところで、お雑煮には鶏肉とユズの皮が刻んで入ってます。これはお芝居です。私はキチガイじ

　　　　ゃありません。これはお芝居です。私はキチガイじゃありません。これはお芝居です。私はキチガイ

　　　　じゃありません。これはお芝居です。この人たちも演技をしているのです。あぁ私はまたキチガイの

　　　　フリをしなくてはいけません。じゃ、

いつのまにか登場人物たちは、見えない鳥を追いかける。

音楽の流れるなか追いかける。

音楽が止んでも追いかける。

上を見て、終わる。

　　　　おわり。
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	「天国の隣」　感想

　　                                      　　　　　　　　　　　　　　　　 公演日時　：　２００９年１２月２１日（月）

　　　　　　　　　　 　　　　　　　   公演場所　：　神戸学院大学 マナビ－ホール

１．演劇や映画やドラマなどを観る時、必ずといってもいいほどその内容の大方を知った上で、本番に挑む。

　その内容を知っているからこそ、作品を観ようと思うのが私たちの心理だと思う。しかし、今回のように招

　待される形で演劇を観てみて、何の先入観も準備もなく、素直に楽しめた気がした。始めからわけがわから

　ない状態で物語が進んでいき、それでもどこかで辻褄の合うことが起こるはずだという気持ちで観ていた。

　私の考えていた “ 辻褄 ” ではなかったが、何度も同じセリフやシーンを観ていると、何か感じるものがあっ

　た。皆「天国の隣」という作品を作るために役を演じているのか？それとも罪を軽くするために、キチガイ

　の役をそれぞれが演じているのか？本当と嘘の境界線がわからなくなってしまった。“ 私 ” を探して走り続け

　る３人は、我武者羅に誰かに為りきって演技をしていた。自分が何者であるか？ということは探しても探し

　ても、なかなか見つからない。という演出は人の人生を表現しているようだと思った。今回、実際に芝居を

　観たこと、ストーリーのない芝居を観たことは、感動しただけではなく、私が考え・感じる日々の生活の糧

　となるだろうと思いました。ありがとうございました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（女子） 

  　　　　

２．率直にいうと「天国の隣」を観て、よく意味がわかりませんでした。最初は始まりがとても印象的だった

　ので、釘付けに観ていたのですが、どんどん意味がわからなくなっていったので、とても不思議な感覚に陥

　りました。１時間半ぐらい観ていたけど、全く意味がわかりませんでした。また「キチガイ」というセリフ

　を何度も使っていたけれど、あまり良い言葉ではないように感じるので、劇中で多用されていることに対し、

　不信感を抱き、「何か意味があるのかな？」と感じました。話の内容以外に演出の面では、とても素晴らしか

　ったと思います。照明が明るくなったり暗くなったりして、場面転換の様子がよくわかりました。人の口だ

　けをスクリーンに映しての言葉の掛け合いする場面では、録画であるにも関わらず、完璧にできていて面白

　かったです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （女子）

３．正直にいうと、観終わった直後は何が何だか意味がよく理解できなかった。そこが、国と国との違いなのか？

　と思いました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男子）

４．難しい。最初に目隠しされた人が連れて来られたシーンで「何かの実験かな？」と思ったが、その後に「院

　長先生は～」というセリフがあったので精神病院の設定だと推測できた。しかし、どこか様子が不自然だ。

　患者だけでなく医者も「キチガイ」なのである。人々の口から「人殺し」「アメリカ人を地獄へ」という言　

　葉が出ていたので犯罪心理学の分野も含まれているようにおもった。激しい音楽で登場人物が一斉に動き出

　し、己の過去を話し出す。素直に面白いと感じ、少し怖いとも感じた。しかし、最後の “ オチ ” に辿り着くと、

　さすがに皆、役者・演じる者だと思った。「かつて、私という人がいた」というセリフには、全役者のアドバ

　イスであり警告のようにも感じられた。しかし、俳優の「キチガイ」の境地がそのまま「天国の隣」と成り

　得るのかは疑問であり、まだまだ考案が足りないと思わされた。　　　　　　　　　　　　　　　　（男子）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

５．始めからとてもインパクトのある芝居だと思いました。ペットボトルを銃に見立てて撃ち合っているシー

　ンとか、ひたすら舞台を歩き回るシーンなど、とても不思議な芝居だと思いました。ストーリー自体は、小

　説のように１つ１つが繋がっているものではなかったので、１回観ただけでは理解できませんでした。「私は

　キチガイではない」「私はキチガイだ」のセリフが頭の中から離れません。何を伝えたいのか？理解すること

　があまりできませんでしたが、印象に残る作品ではありました。　　　　　　　　　　　　　　　　（女子）
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６．初めに役者さんたちが劇場に入って来られた時、普通とは違う何か異様な雰囲気を感じた。目隠しをした

　女性たちが歩いて来て、どのようにストーリーが始まっていくのか期待して観ていた。衝撃的な内容ではあ

　ったが、全体を通しての意味がよく分からなかったのが残念でならない。　　　　　　　　　　　　　（男子）

７．第１の印象としては「全く理解できなかった」というのが正直なところです。結局、男性が医者なのか、　

　患者だったのか。また女性たちもどっちだったのか。また、どちらもが全く違う「何か」だったのか。やはり、

　全然わかりませんでした。しかし、何となく「自分とは何か？誰か？」ということは感じ取れたと思います。

　デカルトの「我思う、故に我あり」という言葉を思い出しました。「自分自身で、自分という人間を模索し見

　つけ出す」これが、今回の芝居から受け取ったテーマなのかもしれない。　　　　　　　　　　　　 （男子）

８．「天国の隣」という作品が見えた気がします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（女子）

９．授業で先生から解説を聞いていくつかの新しい発見がありました。一見すれば意味の無いようなシーンで

　あっても、重要なメッセージが込められていたり、今回の芝居で主張したかったことが何であったのか、そ

　ういったことが少し、理解できたような・・・。この作品においての「自分とは何か？」というテーマに沿

　ったシーンがいくつも散りばめられていたことも納得できました。奇妙に思える作品でしたが、作り手がそ

　こに包み込んだメッセージを読み取ることができれば、この作品は自分たち世代の共感を得られるものにな

　ると思いました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男子）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

10．最初の 30 分くらいは、意味もよく理解できず、正直な感想は「気持ち悪い」だった。しかし、徐々に慣

　れてきて状況等が飲み込めてくるのが不思議だった。パンフレットには「現代中国のことが少しでもわかっ

　てもらえたら・・・」ということが書かれていたのだが、何もわからなかったのが残念だ。上海では爆笑の

　渦を引き起こした作品らしいが、その要素が見受けられたかった。国民性の違いなのか？それとも、私たち

　に何かが足りないのだろうか？　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男子）

　　　　　　　　　　　　　

11．まず、この劇を観ての感想は「よくわからない」だった。話が進むにつれ普通は内容が見えてくるものな

　のだが、この作品は例外であった。舞台で演技をしない演劇、よくわからない（始まりが）演出、差別用語

　の多用、決められていない役割、そういったものは新鮮だったのかもしれない。最後の「私は私です」とい

　うセリフが印象的であった。何のために自分が存在するのかなんて考えてもわからない。でも、私は私、君

　は君、　改めて認識させられた。　　　                      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　 （女子）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

12．劇場に入って、客席がステージになっていることに驚きました。ここで本当に演劇なんてできるの？と思

　ってしまいました。内容の方は、正直にいうと殆ど理解することができませんでした。　　　　　　（女子）

　　　　　　　　　　　

13．この公演は私が自主的に生で観たプロの演劇の最初でした。まずは、ステージと客席との配置に驚かされ

　ました。セットに関しても不思議なものでいっぱいでした。作品を観ても、一体何が何なのか？誰が誰なのか？

　結局は何だったのか？難しい作品でした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（女子）

14．全体を通して、よくわからない作品でした。しかし、全体を１つのストーリーとしてみるのではなく、１

　つ１つの部分にメッセージ性があるのかもしれません。自分を受け入れることが出来難い現代人の姿が浮き

　彫りにされているような気がしました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（女子）
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15．独特な雰囲気・世界観をもつ作品・演出・劇団だな、と思った。　　　　　　　　　　　　　　　（男子）

16．「天国の隣」を観て、私は演劇というものに興味を持つようになりました。会場に入った時から、スタッ

　フの方々も親切・丁寧に対応してくれました。始まってすぐに、少し異様な雰囲気のステージでしたが、観

　ているうちに頭の中でストーリーが構築され、広がっていく感じがしました。男が女を、女が男を演じてい

　るのも興味深かったです。作品を通して、観る側が自分自身と向き合えるような作品だったと思います。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （男子）

　　　　　　　　

17．正直に言って、どのようなことを伝えたいのか明確に理解することができませんでした。しかし、断面的

　なストーリーの中に各々のメッセージが含まれており、所々に聞いたことのあるセリフや、共通の「キチガ

　イ」という言葉が用いられていた。繋がりが全くないというわけでもなさそうだ。　　　　　　　　（男子）

　　　　　　　　　　　　

18．今回の作品を観て一番に思ったのが「よくわからない」ということです。最初から最後まで、何を伝えた

　かったのか？この作品のテーマとなる部分がどこで表現されているのか？理解できませんでした。残念です。

　全体的に難しい作品で、このような作品に触れるのは初めてでしたが、こういった表現もあるのだな、とい

　うことがわかりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （女子）

19．印象に残っているのは、舞台を走り回っているシーンです。「キチガイ」と「私」というセリフがよく出てきて、

　これまた、頭から離れそうにない。１人に１役という今までの自分の概念が覆された作品でした。ところど

　ころ、音が大き過ぎてセリフが聞こえなかったのは残念でした。　　　　　　　　　　　　　　　　（男子）

　　　　　　　　

20．今回の「天国の隣」が私にとっての初めての芝居でしたが、色々と驚きでいっぱいの１時間３０分でした。

　パンフレットでの登場人物の説明やストーリー（あらすじ）等がなく、初めて観る人にとってはかなり、理

　解し難い作品だったように思います。しかし、理解できない部分＝自分で想像し、考える部分という見方も

　できる作品です。内容に関しては、すごく微妙な感覚でした。わかったような、わからなかったような・・・。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男子）

21．精神病院を舞台として、臆病な人間・誰も話してくれない人間など、それぞれの人間に役割・意味を持た

　した設定で面白かったです。同じセリフを言い方や、速さなどに変化を付けて何回も繰り返したりして、独

　創的な作品だったように思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （男子）

22．公開リハーサルを観ていたので、舞台の雰囲気や流れは大体わかっているつもりでいました。しかし、実

　際の本番は、リハーサルとは全く異なるものに感じました。意義や内容の詳細は相変わらず、よくわからな

　いものでした。徐々に自分の中で設定やキャラクター象を掴みかけたところもあったのですが、ことごとく

　そのイメージが壊されていってします展開でした。今回、１番感じたのは、中途半端に理解できない作品よ

　り、全く理解できない作品の方が、自分で色々と考えたり組み立てたりできる分、奥深く面白いということ

　でした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男子）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

23．精神病院を舞台として、臆病な人・誰も話してくれない人など、それぞれの人に意味を持たした設定で面

　白かったです。同じセリフを言い方や速さなどに変化を持たせて何回も使ったりしていたり、天井をスクリ

　ーンにしたり、と独創的な芝居だったと思います。公開稽古やホームページ、役者のブログ等で予習をして

　いたおかげで、少しは理解できたと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男子）
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24．今回の作品を観て１番に思ったのは「よくわからない」ということです。始めから終わりまで何を表現し、

　伝えたかったのか？１回観ただけでは、少し、受け入れ難い作品だったように思う。　　　　　　　（女子）

25．強く印象に残っているのは舞台と客席との位置関係です。ステージの前後に客席がある、という自分にと

　って初めての経験でした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男子）

　　　　　　

26．正直に告白すると、内容は全くわかりませんでした。ただ、ステージが客席の真ん中にあり、近い目線で

　の演技がとてもリアルに思えました。意味がわからないのに笑ってしまったり、恐怖を感じてしまったり、　

　全体的に何だかとても不思議な１時間 30 分だったように思います。　　　　　　　　　　　　　　（男子）

　　　　　　　

27．公開稽古とはまた違ったものになっていたように思います。途中で何度か自分なりの解釈を持って作品と

　向き合ったりしたのですが、観れば観るほどよくわからなくなってしまいました。内容を掴もうとしても、　

　意外性に富んだ舞台構成や演出に目を、意識を奪われ、何だか「してやられた・・・」ってな気分になりま

　した　ただ、どうしても内容が理解し辛く、その点が残念でなりませんでした。　　　　　　　　　　（男子）

　　　　　　　　　　　

28．まず、舞台のセットに驚きました。舞台を前と後ろから観客が挟んでおり、舞台は椅子だらけ・・・。と

　てもアンバランスな空間になっていて、作品の内容と微妙にマッチしていたと思います。誰が誰を演じてい

　て、何を表現したいのか？そういったことが上手く伝わってこなかったように思います。舞台上と客席との

　温度差が開き過ぎていて、観ている方は置いてきぼりにされた気分でした。　　　　　　　　　　　（女子）

　　　　　　　　　　　　

29．最後まで真剣に観たつもりだったのですが、結局は何が何だかわかりませんでした。全体的に詰め込み過

　ぎ感があり１つ１つのストーリーに追いつくので精一杯でした。　　　　　　　　　　　　　　　　 （男子）

30．非常に完成度が高くて、洗練されていて良かった。抽象的で解りにくいところがまた面白かった。　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 男 子 ）

　　　　　

31．最後まで観ても、演じる側と自分との解釈が一致しているのかわからない。しかし、何となく思うことは、

　「この作品は人間の姿を写していた」ということだ。この作品には現代社会に象徴される「人間」の姿を如実

　に表現しているような気がしてならなかった。観る度に受け取り方は色々なのかもしれない。　　　　（男子）

　　　　　　　　

32．１番印象に残ったのは「キチガイ」という言葉だ。この言葉は倫理的・道徳的にも使用してはいけない、

とされている。その言葉を繰り返し使用したことに演出家の何かしらの意図を感じた。しかし、あまり良いイ

メージを持てる作品とはならなかったように思う。最初から最後まで、意図を汲み取ることはできなかった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男子）

　　　　　　　

33．芝居の始まり方から不思議で、どういった状況なのかよくわかりませんでした。精神病院が舞台のストー

　リーだということは何となくわかったのですが、暫く観ていても流れがなかなか掴めなくて混乱しました。

　重い雰囲気のシーンが多い作品でしたが、所々に笑いのシーンが入っていたのがわかるのですが、何故、そ

　の笑いに繋がるのか？そういった流れが上手く掴めないと、観ている側はどんどん置いていかれてしまう感

　じがしました。結局は、他人と自分との中における「自分探し」がテーマだったのかな？と私なりの解釈を

　してみました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（女子）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

34．“ おもしろい ” 作品だったと思います。この作品の面白さ・良さは「意味がわからない」という点だと思
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　います。初っ端からの強烈なシーン、皆が皆狂ってしまったかのシーン、突然の静寂、ある意味予想通り　

　であり予想　外でもあったラストシーンなど、頭の中で状況を整理できずに混乱させられました。【私】自身

　を誰１人として持っていないことが恐怖であり、自分自身にも有り得る話であるような気がしました。客席

　からステージ　を観ているはずなのに、まるで自分が観られているような・・・とてつもなく恐ろしい気分

　になりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（女子）

　

35．客席を大胆に使う方法。プロジェクターと役者との会話。脚立や風船などの道具の使い方。どれをとって

　も「さすがだなぁ」と思いました。また、役者の発声等がとてもしっかりしていたので、音響に負けること

　なくはっきりと聞き取ることができました。いつも演劇部のアンケートに「セリフが聞き取れませんでした」

　とあるので、まだまだ練習が必要だな、と思いました。１時間半観て、正直、話の内容はあまりわかりませ

　んでした。ただ、正気と狂気は紙一重ということなのでしょうか？　　　　　　　　　　　　　　　　（女子）

　　　　　　　　　　　

36．よくわからなかったが、人が人と向き合うとは？ということが何となく伝わってきたような気がする。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男子）

37．初めて、あのような形の舞台を観ました。内容はわからない部分も多かったけど、すごくおもしろい舞台

　だったと思います。なぜかもう１度見たいと感じる内容だと思いました。何度も「私は・・・」という言葉

　を使っているのが印象的でした。人間が追い詰められるのはすごく簡単なことなのだと感じました。自分探し、

　というものがどれだけ孤独で、難しいものなのかを表現していたような気がします。　　　　　　　（女子）

　　　　　　　　　　　

38．「キチガイ」という言葉には、何か心に引っ掛かるものを感じた。芝居が始まる前までは期待と興奮でい

　っぱいだったが、いざ始まってみると・・・。わけもわからず、時間だけが経っていた気がする。何度も繰

　り返し観れば、もっと内容や演じる側の意図などが掴めるのかもしれないが、ちょっと自分には受け入れ難

　い作品だったように思う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （男子）

39．全体的な印象としては、いきなりわけのわからないシーンから始まって、最後に少しだけ理解できたかな？

　という感じです。ただ、ほとんどモヤモヤしたままでした。途中で何度か笑いをとるシーンもあったのです

　が、雰囲気的に笑うのを躊躇ってしまうことも多々あり、観ていて少し疲れました。役者さんたちの迫真の

　演技には、思わず引き込まれそうになってしまいました。モヤモヤ感が残る作品でしたが、今回、こういっ

　た機会を与えられたことに対しては良かったと思っています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男子）

　　　　　　　　　　　

40．始めから終わりまで、よくわからなかったというのが第一印象です。今でもまだ、よくわかっていないの

　ですが、自分なりに解釈をしてみました。人は皆、他人の前では仮面を被り本来の自分とは別の人間を演じ

　ている。しかし、本来の自分とは何なのか？そのこと自体、気が付いている者は殆どいない。これを「キチ

　ガイ」という極端な言葉で表現したのではないだろうか？「私は私であり、私ではない」しかし、その私で

　はない人間もまた、「私」なのだ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男子）

　　　　　　　　　　　　　　

41．非常に難解なものだった。感想は？と問われても出てこない・・・。今回の作品は「理解しよう」という

　考えを持ってはいけないのかもしれない。観たままを素直に受け入れ、感じてみるとまた、新しい見方がで

　きるのではないだろうか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男子）

　

42．稽古と本番の両方を生で観る、というのは滅多にできることではない。貴重な経験ができたと思う。特に、

　今回の作品は１度観ただけで理解することは、極めて困難である。そういった面からしても、事前に稽古風
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　景を見学できていたのは大きなプラスとなっていた。ただ、やはり難しい内容となっておりもう少し、改良

　の余地ありではなかろうか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（女子）

43．この物語は確かに天国と現実との隣だと感じました。現実の世界で精神を病んでしまった人間が現実と天

　国（理想・願望・欲望・夢）との間を行ったり来たり・・・。結末は賛否両論、色々だとは思いますが面白

　かったと思います。また、演出の方法も興味深かったです。ステージと客席との位置関係の工夫や、ちょっ

　とした道具や音響の利用方法など、そういった点に目を向けて観てみるとまた、違った解釈や見方ができる

　かもしれません。個人的にはこの芝居は大成功だったと思っています。　　　　　　　　　　　　　（女子）

44．予備知識が全くなかったため、始まって暫くは頭の中が “ ？ ” だらけでした。いきなり客席を走り回ったり、

　セリフは何を言っているのかわからない、そんな状態が暫く続きました。　　　　　　　　　　　　　（女子）

　　　

45．最後まで観劇し、この舞台の意味や、「私」という存在の危うさ・脆さ、に興味を抱きました。　　（女子）

　　　　

46．最終的に「全員がキチガイなんだ」という結論に達しました。人間は誰もが「自分」というものを的確に

　理解はしていない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（女子）

　　

47．一見すると、ドタバタコメディｏｒシリアスなサスペンス？な芝居でした。しかし、あらゆる場面で、演

　じ手が投げかけてくるこの作品のテーマへの手掛かりやヒントなどを受け止めるのが大変でした。「私はキチ

　ガイのふりをしなければならない」というシーンで何故、そうしなければならないのか？そうすることのメ

　リットは何なのか？そういったことを考えながら観ているととても難しい作品だと思った。　　　　（女子）

　　　　　　　　　　

48．「天国の隣」はとても考えさせられる作品だと思いました。最後まで観ても、一体、何が言いたかったの　か？

　これが正直な感想です。しかし、私が感じたこととしては、この作品を観て「自己を見つめ、大切にする」　

　ということです。「私はキチガイの振りをしなければならない」というシーンがありました。あれは本当の自

　分を殺して、ウソの自分を作り出し、演じていかなければならなかったということだと思います。そのこと

　から、この作品は自己＝自分を再度見つめ直し、決して切り離すことはできない存在であるということを認

　識する。ということを伝えたかったのではないか、と思いました。「自分らしく」生きるということが、如何

　に難しく、愛おしいことか、改めて考える機会になったと思います。　　　　　　　　　　　　　　（女子）

　　　　　　　　　　　　　

49．体を通して、終始意味がわからないまま時間が過ぎていきました。まず、演じている人間と役柄との性別

　の把握ができない、ということが混乱ポイントの１つです。そこで躓いている状態で何となく「こういうこ

　とかな？」と考えているうちに話が進み、ますますわからなくなってしまう・・・。この繰り返して、謎だ

　らけのままの１時間３０分でした。難しい内容なのに、見ている側に考える時間を持たせてくれない、少し、

　不親切な舞台のような気がしました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（女子）

　　

50．体の印象としては「理解し難い」だったけど、何となく面白かった。　　　　　　　　　　　　　　（男子）

51．最初の４人が走り回るシーンには鳥肌が立ちました。すごく迫力がありました。公開稽古とは異なったシ

　ーン・部分に何度か気付くこともでき、そういった点からも楽しめた作品だったと思う。１時間３０分程の

　舞台に、恐怖や怒り、悲しみ、笑いが凝縮されていて、話自体は少し難しかったけど、十分に楽しめる作品

　だったと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男子）

52．本格的な舞台で観劇は初めてだったので、すごく刺激を受けました。正直、ストーリーは全く理解できな
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　かったのですが、役者さんたちの動きや演出方法等には圧倒されるものがありました。理解できなかった分、

　「何で？」と疑問に思う箇所が多々あり、最初から最後までツッコミ所満載でした。シリアスなシーンから突

　然、コント的な内容が始まったり、展開についていくのにやっとでした。残念ながら、今回の観劇だけでは

　作者や演じ手の伝えたいことや考えを感じ取ることができませんでしたが、このような機会を与えてくださ

　ったことには、大変、感謝しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（女子）

　　　　　　　　　　　　　　　

53．始まり方が斬新だったので、いきなり引き込まれましたような感覚でした。内容は最初から最後までよく

　分かりませんでした。何度も同じセリフや行動を繰り返す、といった場面が多くあり “ リピート再生 ” を見

　ているようでした。また、劇中では男女の役の入れ替わり、バスタブの使い方などが新鮮で面白かったです。

　最後の場面では、劇を飛び出したような演出がされており、とても面白く、興味深いものでした。　　　 （男子）

54．舞台と客席の使い方であんなにも印象的な劇になる、ということがとても新鮮でした。内容は少し分かり

　辛い部分もありましたが、それでも充分に楽しめた時間でした。あの独特な雰囲気に飲み込まれていたから

　かもしれません。同じセリフが出てくるシーンではゾクッとしてしまう時もあり、鳥肌が立ちっぱなしでし

　た。「私はキチガイじゃない」「キチガイは自分をキチガイとは言わない」「私はキチガイです」・・・この流

　れが、とても怖く思えました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （女子）

　　　

55．最初の場面から、不思議な光景で呆気にとられてしまった。しかし、その最初の音楽で一気に物語に吸い

　込まれてしまったような気がする。ひたすらキチガイなのか、そうでないのか？命題が成り立つか、成り立

　たないのか？ということをテーマに置いた作品で、本気でキチガイなのか、演じているだけなのか、疑問を

　観客に与えるなど他の演劇ではあまり見ることができないような作品だったと思う。　　　　　　　（男子）

　　　　　　　　　

56．小道具があまりなかったのが理由なのかは分かりませんが、劇中で何が表現されているのか、何を受け取

　ればよいのか、よく分かりませんでした。同じ場面が繰り返されることによって、ますます混乱してしまい

　ました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（女子）

57．登場人物全員が精神病患者と精神科医で、何が普通で何が異常なのか？どこからどこまでがこちら側で、

　どこからがあちら側なのか？その境界線と基準がかなり曖昧でわかりませんでした。「自分をキチガイと認　

　めるキチガイはいない」という概念は、現代社会の普遍的な理念だと思います。どんな社会でも、きまった

　概念や通念、ルールがありそれを遵守して生活するのが正常とされ、それに少しでも反すれば異常とされる。

　それが現実なのだと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男子）

　　　　　　　　　　　　

58．公開稽古を１度観ていたので、話の主軸を探ることに集中できました。全体を通して感じたのは「自分と

　は何か？」を探し、答えを求めている人たちの話だったのかな？ということです。稽古の時にも思いました

　が「僕はキチガイじゃない」「誰もあんたのことだと言ってないのにどうして反論するのよ、このキチガイ」

　というセリフがキツイものに感じました。しかし、そこからどう展開するのかと期待を持って観ていても、　

　意外と普通な終わり方でちょっと残念でした。元がコメディ要素の強い作品だと聞いていたのですが、どこ

　に笑うシーンがあったのかが疑問でした。太平洋戦争・玉音放送のシーンに関しては、少し疑問が残る演出

　だったように思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（女子）

　　　　　　　　　　　　　　　　

59．何となく面白かったけど、意味は全くわかりませんでした。　　　　　　　　　　　　　　　　　（女子）

　

60．この劇の中では、起こることの全てが予測不可能で意味がわからず、突拍子もなくて混沌とした時間が流
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　れていました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男子）

　　　

61．タイトルから勝手に「生と死」を扱う作品だと思っていました。しかし、その予想は見事に裏切られる結

　果となりました。しかし、観続けていくうちにまた違った視点から描かれた「生と死」が浮き彫りにされる

　作品だったと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（女子）

　　　　　　

62．母豚と 10 匹の子豚のシーンでは繰り返していくうちに、セリフが棒読みになっていき、正直、ホラー映

　画を観ているようで恐かったです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（女子）

63．言葉で説明するのが無粋なくらい、すごい劇だったと思います。演出の１つ１つが予想外でどれもが正解

　でした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（女子）

　　　　

64．今回観た「天国の隣」はこれまで自分が観てきた演劇とは全く異なるタイプのもので、本当にこれが演劇

　という枠組みの中に入るものなのか疑いたくなるものでした。しかし、観終わったあと、その考えも少し良

　い方向に変化していきました。ただ、最初から最後までわけの分からない作品であったことは確かだと思い

　ます。本当に観客に何かを伝えたいのか、伝えようとしていたのか、甚だ疑問が残る作品でもありました。

　演出や舞台の使い方などは斬新で面白いと思いましたが、演者と観客との間に大きな溝というか温度差があ

　り過ぎたような気がします。演劇には必ず観客＝受け止める人間がいるということを念頭に置いておく必要

　があるのではないでしょうか？１度置いていかれてしまうと、あとは必死に付いていくだけに集中するか、　

　置いていかれたままになるか、どちらかにしか動けないのです。　　　　　　　　　　　　　　　　（男子）

　

65．率直な感想としては、さっぱり意味が分かりませんでした。役がコロコロ変わってしまったり、１つ１つ

　の言葉が繋がっていなかったり、セリフの繰り返しが多すぎたり・・・。ついていくのに頭を使いすぎて、　

　内容やテーマを考えたりする余裕は全くありませんでした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（女子）

　　　　　　　　　

66．「自分」を探す場面が何回もありました。改めて、私にも「自分（私）」というものを考えさせられる作品

　だったのかな？と思いました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（女子）

67．正直、よくわかりませんでした。精神病院が関係した話だと聞いていたので、しっかり観ておかないと理

　解できなくなりそうだ、と思っていたにも関わらず、結局、わかりませんでした。難しすぎて観る側に何を

　伝えたいのかさえも理解できませんでした。しかし、所々で使われていた「繰り返し」の演出はとても効果

　的で、気持ち悪さというか不安になる感じが伝わりました。音楽や効果音もとても大切なものであり、場面

　場面の様々な感情や思いが強調されていたと思います。ストーリーは無視しても、演出の仕方や、役者さん

　たちの演技には引き込まれる要素が多く、圧倒されると同時にあっという間に終わってしまった１時間半で

　した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（女子）

　　　　　　　　　　　　　　

68．男が女と入れ替わったり、病人と医者が入れ替わったりした場面は「キチガイ」を表現するためのものだ

　ったのだろうか？演者ひとりひとりの役に「キチガイ」を感じた。天上のスクリーンを効果的に利用したシ

　ーンがあり、劇場という限られた空間をいかに上手く利用するか？この課題を見事にクリアした方法であっ

　たと思う。芝居を通して、話に繋がり（ストーリー性）があるようには感じられなかったのだが、これも「キ

　チガイ」を表現するための演出だったのだろうか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （男子）

　　

69．今回の作品で私が惹きつけられたポイントは「患者（演者）が外（観客）に向けて、怒り・妬み・悲しみ・

　卑屈・嘲笑・羨望等といったあらゆる感情、本音をぶつけてくる」といったことです。バスタブのシーンでは、
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　単に風呂に入るということではなく「風呂＝裸＝本音（生まれたままの姿）」という演出だったのかな？と考

　えています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （女子）

70．特に印象に残っているのは玉音放送のパロディです。「チャーハンはパラパラだから良いのではない。汝、

　臣民良く是を理解せよ」と、あの漢文調でガチガチの玉音放送をあそこまで面白くするのに感心しました。

　ただ、少し残念だったのはシュールな笑いを最後の方に集中して持ってきてしまっていたことです。芝居の

　所々に散らしてやれば、箸休め感覚で良かったのではないでしょうか？これもまた、何かの演出・狙いの１

　つだったのでしょうか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （男子）

71．芝居を観る時は普通、決まった面（方向）からしか観ることができませんが、今回は舞台が客席の真ん中

　に作られていたので、多面的に観ることができ面白かったです。舞台上を縦横無尽に走り回る役者さんの迫

　力には圧倒されるものがありました。しかし、演出等は面白いと思った反面、ストーリーが分かり難く、も

　う少し解説やパンフレット等での補足（終演後でもＯＫ）があれば良かったかな？と思いました。　　（女子）

　　　　　　　　

72．いつも授業などでＤＶＤで観ている演劇とは全く違う迫力が「生」の演劇にはありました。しかも、ステ

　ージと客席が一体化したような作りになっていたので演劇を観ているはずなのに、自分自身も同じ空間・・・

　というか、同じ場面に立っているかのような錯覚に陥りそうになりました。臨場感も半端なかったです。普

　段（ＤＶＤ）は知ることができない音響や照明の効果も目の前で見ることができ、本当に面白かったです。

　ただ、ストーリーは理解することはできませんでした。自分なりに頭の中で組み立ててはいたのですが、あ

　っという間に吹き飛ばされてしまう感覚で、ついて行くことができませんでした。それが残念でなりません。

　ただ、あの独特な雰囲気は自分好みで面白かったです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（男子

73．この芝居が何を伝えたいのか？「天国の隣」とはどういう意味なのか？全く理解することができませんで

　した。この芝居を観て、どう感じるか、どう考えるかは人それぞれだろうけど、ここまで難しい作品となる

　ともう少し、劇中にヒントのようなものを散らして欲しかったかな？と思いました。　　　　　　　　（男子）

　　　　　　　

74．パンフレットにはコメディ作品と紹介されていました。確かに笑いを誘うシーンもありましたが、ほとん

　どがシュールなシーンばかりという感じがしました。どこか現実離れしているはんめん、非常に現実的で・・・。

　人間の姿を如実に表していて、少し恐怖を覚えました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（女子）

　　　　　　　　　

75．１人１人の役柄の設定がきっちりとされているのか、いないのか・・・。登場人物の関係図が全くわから

　ず、　誰がどう言った状況にあって、何をしたくて、どうしているのか？そう言ったことがわからず、ストー

　リー自体も理解することができませんでした。もう少し、親切な設定・説明等があれば良かったかな？と思

　います。今回はワークショップという形で観ましたが、お金を払って観に来るか？となると、正直微妙です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 男 子 ）

76．話の展開が激しく、早く、奇想天外でついていくことができませんでした。演出の面では斬新な部分が多々

　あり面白かったのですが、芝居自体が理解できないとなると演出以前の問題で残念でした。　　　　（女子）

77．ステージと客席との位置関係や、劇中での演出方法など、とても興味深い点が多くあり面白かったです。

　しかし、１つ気になったのが「キチガイ」という言葉です。あまり聞いていて気持ちの良い言葉ではありま

　せんし、やはり不快な気分になる人も多くいると思います。そもそも「キチガイ」の定義をどういったもの

　として位置付けされているのか？それによっても、この作品に対するイメージや感想などは大きく変わって

　くるのではないでしょうか？中国ではウケた作品が日本でも成功するとは限らないし、その反対もまたいえ

　ることだと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（女子）
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78．この芝居では何だか、私自身に対して問いかけられているような言葉が到るところに散りばめられていま

　した。「私は誰？」「どうして私に聞く？」「キチガイほど自分のことをキチガイじゃないという」など、何度

　も繰り返し使用された台詞です。観客である私にまるで問い詰めるかのような、詰問するかのような調子で

　使われたこれらの台詞は、まるで現代社会を生きる私への問いかけのように思えました。私の心の中を見透

　苦しくなったり、怖くなったり、思わず笑わされてしまったり、とても感情を揺さぶられる作品だったと思

　います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （女子）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

79. １番面白いと感じたのは、ステージ上で演技をするのではなく客席を利用して演技をしていたところです。

　観客が演じ手を挟んで芝居を観る、ということは滅多にないことなのでとても斬新で、面白かったです。また、

　セットが固定的であり演じ手の動きと、照明、音響でのみ場面の移り変わりを表現するという制約の中で様々

　な場面が表現されていたのには驚きました。ストーリー自体は１度観ただけではなかなか理解し難い部分も

　多かったのだが、「キチガイを演じなければならなかった」という台詞が印象的でした。　　　　　　 （男子）

80.  ストーリーの内容自体を理解することができませんでした。演出や舞台環境などは斬新で興味深いものが

　ありましたが、如何せん、ストーリーが見えてこないとなると、途中で集中力や好奇心などが霧散してしまい、

　ただただ、時間が流れていくのを過ごすだけの１時間半となってしまったのが残念です。　　　　　　（男子）

81. 今まで私が観てきたのとは大きく異なるステージと客席の配置や、独創的な演出、個性的な役者さんたち、

　どれもが新鮮で興味深いものでした。ただ、個々のシーンが独立し過ぎていて、ストーリー全体が把握し難

　いのが難点でした。観客誰もが元のストーリーを知っているわけでもなし、初めてその作品に触れる・・・

　ということから考えると、観る側にとっても、演じる側にとってもかなり難易度の高い作品だったのではな

　いでしょうか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （女子）

82. 正直に言って、全く内容が頭に入ってきませんでした。内容が難しい、というわけではないと思うのですが、

　基本的に、日本人の感覚とは少しズレが生じる部分もあり、生理的に受け付けないシーンやセリフなどがい

　くつも用いられていたような気がします。こういったことは、原作（？）・元ネタが中国であり、お国柄の違

　いはどうしようもないのかもしれません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （男子）

83. 何も考えずに、１つの芸術作品として舞台全体を観るととても興味深い、面白い作品だったと思う。しかし、

　その中で繰り広げられるストーリーを見ていくと、理解するのにはかなりの時間と労力が必要と思われる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男子）

84. ステージ上の「人間」の生々しい姿が印象的だった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男子）

85. 全体を通して、面白かったと思います。舞台が客席の間にあるという設定や、小道具・大道具を殆ど用い

　ずに観客に見せる演技・演出、天上までもを１つの表現方法・場として使うアイデア、どれをとっても今ま

　であまり見たことがない芝居になっていたと思います。ストーリーも、難しい内容ではありましたが、その分、

　自分自身の頭の中で組み立てていく楽しみもあったのだと思います。作品は１つであっても、それを観る人

　間によっては様々な受け取り方があるのだから、正解も不正解もないでしょう。　　　　　　　　　　（女子）

86. 中国の演劇もここまで来たのかと、感無量です。

　精神病院の患者も医者も白衣を着脱するだけで交換可能、とすれば広くこの世の蔑まれる者・卑しき者と、　
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　輝ける者・権力を握るエリートも実は容易に交換可能な存在である。ただ、病院は四角く区切られ、外の世

　界もまた、我々の概念によって四角く閉ざされている。その中を素早く、またはゆっくりと無表情に私たち

　は動き続ける。鼠の如く、ゴキブリの如く。

　　一見したところ、どこにも救いはないようです。しかし、切り刻まれた言葉の断面に潜ませた意味のない

　笑いが、そんな日常の中にも必ずや救いがあることを教えてくれます。また、四角く区切ったのが自分であ

　るからにはいつでも解放可能である。そのせいだろうか、見終わった後には思いがけない爽やかさが残りま

　した。　

12 月 23 日　　　　　DIVE 交流会「関西から上海へ」（写真４）

12 月 26 日　　　　   神戸アートビレッジセンターで上演、60 名。録画あり。

　　　 アフタートーク。録画あり。

写真４　DIVE 交流会「関西から上海へ」

アフタートーク
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「天国の隣」　アフター・トーク

司 会：　   では、アフター・トークを始めさせていただきます。

まずは、ご紹介から。

本日、上演した「天国の隣」の原作を書かれた、喩栄軍さんです。

翻訳をしていただきました、中山文先生です。

そして、こちらが演出のごまのはえさんです。

私は本日の司会を務めさせていただきます、演出助手をしております、ニットキャップシアター

の藤田です。よろしくお願いいたします。

では、本日は今ご紹介しましたこちらの３人に、普段通りにお話を進めていただけたらと思って

おりますので、よろしくお願いいたします。

全 員：　    よろしくお願いいたします。

司 会：　    まず、今回の公演は「劇プロジェクト・K 地から」という、ニットキャップシアターの公演では

                     ないんですけど、どういったものなのかを中山先生からご説明いただきたいと思います。

中 山：　    はい。

えっと、神戸学院大学が８年前でしたか、文科省から特別な予算をいただきました。その目的は

大学が、その大学のある地域と共生して、何か実践的な研究をしなさい、その為に使ってください、

というものでした。それで、その予算を使って「お芝居を作られへんやろか？」と考えたわけです。

３年前にその１回目の実践成果である『カプチーノの味』という作品を上演いたしました。その

時の作家が、こちらの喩栄軍さんだったんですけれども、結構な評判をいただきまして今回、２

匹目のドジョウを狙ってもう１度彼の作品でしてみたい！と思いました。

プロデュース ･･･、神戸学院大学が企画して、ということなんですけれども、大学だけがやって

いるわけではなく、その地域の劇団・演劇家・演技者たちとコラボレートしているわけです。大

学だけでやっているのでもなく、演劇界の人たちだけでやっているわけでもない。そういった少

し曖昧な気持ちを込めつつ、神戸学院大学に敬意を表して「K 地から」と名付けました。

司 会：　   今、お名前はご紹介させていただきました、喩栄軍さん。上海で活躍されており、ご存知の方も

　　　　　　いらっしゃるとは思いますが、中山先生からご紹介していただけますか？

中 山：　    はい。

　 参 加 メ ン バ ー
　 　
　 　 喩 栄 軍（原作・上海話劇芸術センター）
　　   ごまのはえ（演出・ニットキャップシアター）
　 　 中 山 文（翻訳・神戸学院大学教授）

　 　   司 会 進 行：藤田かもめ（ニットキャップシアター　演出助手）
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　　　　　　今、中国で１番人気のある、特に上海で人気のある劇作家です。2000 年に彗星の如く現れて、　

　　　　　　上海にホワイト・カラー演劇というジャンルを設立させてしまいました。

　作品はですね、最初に引っ提げて出てきた作品は大都会上海に地方から出てきた男女、どんどん

　と進んでいく現代化の波に追いつけない・取り残されていく人、そういった人々の孤独感、そう

　いった中で一緒に住んでいる夫婦が仲良くできない、コミュニケーションがとれない、けれども

　インターネットのチャット仲間には心が曝け出せる、自分の上の世代とのコミュニケーションの

　取れなさ、世代格差、親子間の問題、夫婦間の問題、そういったものを取り上げて、私たち含み

　を問わず、現代を生きる者の心を「キュン」とさせる、「グッ」と鷲摑みされる、そういう台詞の

　使い方が非常に上手な作家です。

　非常にハートウォームな作品を次々と発表されて、上海の話劇ステージを引っ張ってこられた方

　です。

　何故、この作品を選んだか？というとですね、そういった作品の流れのある中で（もちろん３年

　前に上演した『カプチーノの味』もそういう作品の１つなんですけど）、全く違ったタイプの作品

　なんですよね。コメディなんです。最初、ビデオを見た時、観客は最初から最後まで笑い続けて

　いるんですよ。精神病院の話だし「一体どこで笑ってんのやろ？」それがわからなかったんです。

　２作目をやるにあたって、これまで紹介してきた彼とは全く違う魅力を持っている作品を選ぼう、

　コメディを選ぼう、と考えたわけです。

　それで何で、ごまさんなのか？なんですけど、『カプチーノ』が 2006 年に上演されました。その

　　　　　　時にごまさんが観に来てくださっていて、実は彼は上海で自分の作品を上演してみたい、という

　　　　　　ご希望があったんです。喩栄軍さんが所属している劇団で、毎年大きなアジア演劇祭が開かれて

　　　　　　おり、その話も資料も持って来られていました。2007 年に無事に上海でごまさんのチームが上

　　　　　　演され、爆発的な人気を得られました。今回、この作品をやりたいと思った時に、あのアジア演

　　　　　　劇祭と関係があり、上海の小劇場でのコメディが非常に人気があり、シニカルな面もあって鋭い

　　　　　　感覚でお客さんの心を掴む、というごまさんに是非、お願いしてみたいと思いました。

司 会：　   原作を読ませていただいて、やっぱり文化の違いなんでしょうか、大爆笑された面白さ、という

　　　　　　のがわからない部分が多く、喩栄軍さんがどういった意図でこの作品を書かれたのか？というこ

　　　　　　とをお話いただけますか？

喩　氏：　　この作品は８年前の作品です。

僕はずっと、大都会に出てきてそこに暮す人々のコミュニケーションの難しさ、人と人との距離、

そういうものに興味を持っていました。

そういう作品をしている限り、何の禁止もでないのです。

そういう作品にしようと思って、この作品には『気にすることなし』というタイトルを付けてい

たのです。

なかなか説明するのは難しい芝居でした。

もともとのアイデアについてお話します。

４人の俳優で、４人のキチガイだと思われている人間を演じさせようとしました。

でも、自分自身ではキチガイだとは思っていません。

彼らがやっていることというのは、どれもこれもまともな、正常なことなのです。

彼ら４人はある夜、病院の院長室に集まって自分がこれまで経験してきたことを演じます。

この４人というのは、社会における４種類のタイプの人間を代表しています。

１人は非常に孤独で、社会にどう向き合って生きればよいのか分からないという人です。
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社会にどう働き掛けたらよいのかわからない、社会も彼に構ってくれない、という人です。

もう１人は非常に臆病な人です。

もう１人、ここでは先生という名前で出てきましたけれども、最初の段階（原作）ではリハクと

いう名前になっています。非常に保守的な人間で、過去の伝統に囚われて、新しいものを受け入

れることができない、という人です。

あとは女性です。ミミという名前の女性です。

この女性は、一般の女性が抱えている多くの問題を持っています。

彼らはゲーム的な方法でこれまで自分の身に起こった色々なお話を語って、演じていきます。

そのまま演じ続けることができず、別の形で次のステージに入っていきます。

自分は頭がはっきりした。

これで正常な人間になれた、と思います。

彼らがやっていることは正常なことなんだけれども、やっていることのレベルが少し高い為にキ

チガイ、病院で起こったこと、とされてしまいます。

それがもし、天国で行われると彼らは天使となります。

そこで書いた多くのこと、というのは実際に僕が経験してきたことでした。

ですから、それをそのまま日本に持ってこられたら恐らく、想像も付かないことだと思います。

院長の格好をした「周文天だ！」と言っていた男性、彼は僕の知り合いで８年間大学を受け続け、

受からなかった人です。原作の中では長い間ずっと、木の上で寝泊りしていた、という人なんで

すが、僕の友達の経験と僕自身の経験が入り混じってできたものです。

原作の中の周文天という人が８年間もなぜ、大学に受からなかったかというと、良い点をとった

時に省の計画出産委員会の（中国は一人っ子政策をおこなっている）委員長の４男か５男・・・（こ

の時点でおかしいんですけどね）、その息子が大学を受けるというので、本当だったらもっと良い

大学を受かるハズだったのに、裏口を使って入った委員長の息子に押し出されるような形でその

大学には入れず、上海体育学院に入りました。

中 山：　　紹介の時に言い忘れていましたが、彼（喩栄軍）の特殊さというのが、上海体育学院出身という

　　　　　　ことなんです。何故かというと、中国では本来、お芝居に介することをする人は皆、上海劇学院

　　　　　　か中央戯劇学院か、北京電影学院という３つの大学で純粋培養されてきているわけです。

　　　　　　ところが、彼は全く演劇関係とは違うところで育ってきている。それが面白い作品、現代の我々

　　　　　　の心を鷲摑みにする作品を作れた要因の１つともいえます。

喩　氏 ：　　人と人との感情なんですけど、キチガイと同じ感情というのは非常に純粋で、単純だと思います。

                     でも、それをそのまま社会に持ってきたら、そんなに単純なものではないのです。

　　　　　　これまでに７・８回、台本が変わっています。

　　　　　　今日、日本で上演されたものを観て、全然わかりませんでした。台詞を聞いてもわかりませんし・・・。

　　　　　　でも、今日で２回目なんですけれども、観せていただいて、非常に多くの啓発をもらいましたし、

　　　　　　修復が多い芝居だと思いました。

　　　　　　彼（ごまのはえ）はもともとあった原作から、幾つも削って、またいくつもの重複を得て、僕が、

　　　　　　原作者自身が考えてもみなかったようなことまで表現してくれていました。すごく良いものを観

　　　　　　せてもらったと思います。

　　　　　　俳優さんたちも素晴らしかった。

　　　　　　すごく、大好き！！

  男性の俳優さんがバスタブに寝転がって、（首に）赤い糸が巻き付いていて自殺を予感させる、と
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いう情景をみて海外の作品を思い出しました。そのシーンが色々なことを考えさせてくれ、新し

いイメージがたくさん生まれました。

  その他にも色んな特徴があって、特に気に入ったのが天皇の声なんですが、あれがいつの間にか

炒飯の話になっていて、あの風刺がとても面白かったです。

  俳優さんたちが「私・・・私・・・」と「私」を探し求める演技、ものすごく心に沁みました。

上海でも多くの作品が「私・・・私・・・」としているのですが、あんな演技の仕方というのは

初めて見ました。素晴らしかったと思います。

  演出家さんの処理の仕方、演出の仕方がすごく良かったと思います。中国のお芝居というのはや

はり、観客は外から観ているという感覚が強いので、今日の演出では観客を中に引き込んで、一

緒に考えさせている、という感じがしました。

  ぜひ、来年のアジア演劇祭に来て、上海で上演してください。

  喋りすぎましたかね・・・。

司 会： 　　演出される時にどういった？

ごまのはえ：そうですね、この台本をいただいたのが半年くらい前なんですが、そこから何度も読み込んで、

　　　　　　どういう風に演出しようか？というのをずっと考えているうちに、書かれていないこと、という

　　　　　　のにものすごく引きずり込まれた、という感じがします。

　　　　　　もともと、原作の台本は４２、３ページくらいあるんですが、それを今回は 20 ページくらいま

　　　　　　でに削って、さらにそれを先程も（喩さんが）おっしゃられたように、重複・・・繰り返しを多

　　　　　　く用いているんです。ですから、オリジナルの台本の半分くらいの台詞量をテキストとして使っ

　　　　　　ている、という感じです。・・・書かれていないこと、というのがどういうことか？というと、登

　　　　　　場人物を今回は G・R・K・M としたんですけど、彼らの本当（原作）の名前は、ゴショ・リハク・

　　　　　　コキ・ミミです。ミミさん、というのが今回の M、女の子なんです。ものすごくセクシーな女の

　　　　　　子なんです。そのミミさんを読み込んでいくうちに、このミミさんがカウンセリングをしている

　　　　　　ように思えてきたんです。他の男たちの話を聞き、あしらっている・・・というか、カウンセリ

　　　　　　ングをしているように、段々思えてきたんです。

　　　　　　もともとのオリジナルの設定には「精神病院の院長室で天使たちが劇中劇をする」という風にト

　　　　　　書きに書かれていたんですが、それが精神病院の院長室である必要性があるのだろうか？と、い

　　　　　　っそのこと、そこを劇場にしてしまおう、と考えたんです。精神病院の院長室＝劇場という設定

　　　　　　にして、俳優がそこで演技をする、という構造を一皮剥いて、演劇そのものという方向性を持た

　　　　　　せてやってみたらどうだろう？

　　　　　　そういったことから、カウンセリングということ、劇中劇に拘るということ、この２つが浮かび

　　　　　　上がってきました。

　　　　　　もう１つ、M さんという女の子、彼女自身の「闇」という部分があまり見えてこなくて、女性が

　　　　　　不在の台本のように思えてきたんです。書かれていないことに引っ張られているだけなんですけ

　　　　　　ども、「女の人がいないなぁ・・・」と感じ始めて、それならば G・R・K という３人の男を全部

　　　　　　女の役にしてしまおう、そして元来は女の役である M を男にする、と設定を変え、それでキャス

　　　　　　ティングをしました。

　　　　　　台本を・・・、11 月の後半くらいから稽古が始まったんですけど、その稽古始まりの段階では、

　　　　　　劇中劇で「何故彼女たちは劇中劇をするのか？」ということ、「カウンセリング」と「女の子」と

　　　　　　いうこれら３つの点に拘っていました。そして、台本読みを何回か聞いていたんですが「対話」

　　　　　　するシーンというのがピストルのシーンだけのような気がしてきまして・・・他にも、色んなシ
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　　　　　　ーンがあるんですよ。ピストルのシーン以外にも登場人物たちが対話をするんですけど、本当の

　　　　　　意味で対話になっているのがピストル（のシーン）だけのような気がしてきたんです。じゃあ、

　　　　　　そのピストルのシーンを何度も繰り返そう、繰り返しているうちに何かが見えてきたら良いな、

　　　　　　と思い、そのシーンをとりあえず「６回やって！」とお願いしてやってもらったんです。そした

　　　　　　ら、当然、退屈なんですよ、やって（演じて）もらっているのに「自分、何でこんなんやってん

　　　　　　ねやろ？」と思いながら台本を読んでたんです。目の前で俳優さんたちが演じてくれているの

　　　　　　に・・・。そんな時「良い方法がある。キチガイの振りをするんだ。裁判を引き延ばしてやる。」

　　　　　　という文章を目にして「こういう台詞もありかな？今ここでしゃべったら？」とか思って、その

　　　　　　場で言わせてみたり・・・そんなことをしているうちに、１日に 15 分？ 15 分もできないか、１

　　　　　　日 10 分くらい、ちょっとずつ出来上がっていったって感じですね。

　　　　　　オリジナルの劇中の中国の政治を風刺するような部分は全部に日本に置き換えて、天皇陛下とか、

　　　　　　玉（音放送）・・・色々、そういうのが出てきて。

　　　　　　段々と、狂人（キチガイ）と健常者との境目を曖昧にし、ひっくり返せるようにしたい、ということ。

　　　　　　それからその、演技と狂気、何というか、演劇で「狂気」というものをやることの見も蓋もなさ、

　　　　　　みたいなものを何とか上手く伝えられないかな？と考えました。何をやっても所詮は演劇、お芝

　　　　　　居、どんなに白目を剥いて、涎をダラダラと垂らしてみても演技は演技でしかない。そういった

　　　　　　見も蓋もなさ、というのをわかっていてやってますよ、というのを逆手にとって何かをしたい、

　　　　　　そう考えたんですよね。

　　　　　　そしてもう１つ、劇場を逆（舞台と客席）にした理由なんですけど、こちら側もそちら側にも客

　　　　　　席がある、ということでその社会の中での「狂気」というものをお客さんに・・・、狂気と健常

　　　　　　というものを鏡合わせのような立ち位置にしてみたらどうか？と思ったんです。それは、観客と

　　　　　　俳優と言い換えても良いかもしれません。何か、演じさせられている、ということを浮かび上が

　　　　　　らせたかったというのかもしれません。

司 会：　　観ていて「何じゃ？こりゃ・・・」となっている方も多いと思います。何か、ご質問等がござい

　　　　　　ましたら、お願いいたします。

客 A：　　えっと、まだストーリーがちょっとよくわかっていないのですが、東京大空襲のシーンと、終戦

　　　　　　直後である天皇の（玉音放送）シーンとは、精神病院とどう関わってくるのかな？と思いまして・・・。

ごまのはえ：狂気ってなんだろう？ということをずっと考えながら、もう、３ヶ月くらいずっと生活していた

　　　　　　んですよ。その狂気・・・、あの日記（劇中の）は山田風太郎という人の日記なんですけど、も

　　　　　　のすごく理性的な人物で、全く騙されなさそうな人なんです。そんな人が、空襲の翌日にあれだ

　　　　　　け冷静に「～何人を殺そう」みたいな文章を書いていた、ということが僕としては狂気への・・・、

　　　　　　曖昧なラインが引かれているとすれば、狂気と正常の、正常な感覚を保ちながらも、狂気に少し

　　　　　　ずつ近づいていってしまっている、そんなギリギリなものを感じたんです。それを踏まえた上で「狂

　　　　　　気とは？」と考えながらその日記を読み直していました。

　　　　　　政治・国家の体制というものの中心にはやっぱり、シンボルというか儀式というか、傍目には何

　　　　　　をやっているのかよくわからない、信じるか信じないかということだけで成り立つものが存在し

　　　　　　ている、と思っているので、劇中には天皇陛下にも出演していただいて・・・。狂気というものを、

　　　　　　政治の方面から、政治と生活という方面から見てみるという感じですね。

　　　　　　全く、脳みそがパラッと飛んでしまって「はい、キチガイです～」というのではありませんよ。

　　　　　　今日の最後にかかっていた曲、トモカワカズキさんという人の曲です。弟さんが踏み切りで飛び
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　　　　　　込み自殺をし、その後にその弟さんに向かって歌った曲なんです。すごく、狂気のギリギリの淵

　　　　　　の中にあって、そんな中で曲を作っている感じがして、彼の曲を使ったのも、そういう狂気に近

　　　　　　付くほどに見えてくる理性？みたいなものと、凶暴さみたいなものが表現できるかな？と思った

　　　　　　からなんです。

客 A：　　ありがとうございました。

客 B：　　ごまさんの、狂気と正常を反転させたい、という考えが客席と舞台との反転に繋がるのかな？と

　　　　　　思いながら観ていました。

　　　　　　ひょっとしたら、自分の向かいから同じように自分と同じ仕種みたいなのをされれば、気持ち悪

　　　　　　くなってしまい、さらにそれがごまさんの演出で増幅されようものならば、皆、帰ってしまうよ

　　　　　　うな衝撃的な作品になるんじゃないかな？という気がしました。（今回は）５人くらいだからライ

　　　　　　トな感じで、可愛く演じられていますが、これが 30 人くらいで、劇中のように一斉に話しかけ

　　　　　　てこられたりしたら恐いだろうな・・・とは思ったんですが。機会があればされるつもりは？？

ごまのはえ：喩さんはいかがですか？

喩　氏：　　ンー、NO。

ごまのはえ：うん、鏡って色んな意味で使われますし、できれば５人とかでもそれくらいの恐さが表現できた

　　　　　　ら良いかなぁ・・・。

客 B：　　最後の方のスクリーンで、ごまさんの演出も激化して狂気の、キチガイの人物の様子をさらに相

　　　　　　対化していく感じとか、どことなくユーモラスなところとか、原作の色を残しつつ、ごまさんの

　　　　　　空気が充分に際立たされている、そんな面白さがありました。とても面白かったです。

ごまのはえ：ありがとうございます。

客 C：　　細かいところからお聞かせいただくんですけども、さっきの口（劇中の）はごまさんの？

ごまのはえ：はい、はい。僕のです。

客 C：　　それから、その後ろにあるのはお風呂なんでしょうか？

ごまのはえ：はい。お風呂、バスタブです。

客 C：　　それから、よくわからなかったのですけど（芝居は）成功だったのでしょうか？

ごまのはえ：えっ？えっ？よくわからなかったのが？

客 C：　　よくわからなかったんですが、そういう方が成功なんでしょうか？

ごまのはえ：いや、よくわからなかったのなら僕は失敗だと思います。
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客 C：　　そうですか・・・。

ごまのはえ：ですから、失敗なんじゃないですか？

全 員：　　（笑い）

客 C：　　なるほど・・・。ありがとうございます。

ごまのはえ：良いんですか？？

客 C：　　いえ、もうこれ以上聞きようがないので・・・。

ごまのはえ：いや、無理に成功・失敗を決めなくても良いんですよ。

客 C：　　なるほど。

ごまのはえ： 僕は一個人としてお芝居を観に行って、よくわからなかったら、そういうことにも慣れていまして、

　　　　　　何と言うか、勝手に色々と考え、妄想し、捏造します。

　　　　　　うん、ただ、演出家としては「わからなかった」と言われると、次はもっとわかりやすくしてやろう！

　　　　　　と思いますね。

客 C：　　そこが狙いかな？という気がしたんですよね。あえて、わかり難くしているのかな？と・・・。

ごまのはえ：あー、これは、今回はこれでもう、手一杯です。極力、わかり易くしてこれでした。スミマセン。

客 C：　　長々と申し訳ありませんでした。

客 D：　　原作者の方が話された、コメディということですが、「最初から最後まで笑いが絶えなかった」

　　　　　　とお聞きして、少なくとも僕はとてもびっくりしています。

　　　　　　ごまさんがアフター・トークで「狂気」ということについて語っておられ、コメディとして見せ

　　　　　　る見せ方は演出家（ごまのはえ）さんの側では止めて、狂気というものに拘って作る、割り切っ

　　　　　　て考えられたということなんでしょうか？今回は、ごまさんの演出で「コメディ」から「狂気」

　　　　　　へと・・・意図的に移されたということなんでしょうか？

ごまのはえ：そうですね。喩さんの台本って、すごくわかり易い、軽く笑える・・・と言ったら可笑しいです

　　　　　　けど、そういった楽しさ？みたいなものを持っている部分と、たまにクレバスというか、底が見

　　　　　　えないくらい深い部分があるんです。これが両方、理解できるんですね。両方を体現できて、そ

　　　　　　れがすごく面白いなと思ったんです。けど、いざ自分がやる時に、どんどんその隙間に引っ張ら

　　　　　　れていきまして、そこでコメディとしてやるならもちろん、そういった方向性もあったんでしょ

　　　　　　うけども、僕はそれよりもこの作品の隙間の部分に魅せられてしまい、今回のようなものになっ

　　　　　　たという感じですかね・・・。

客 D：　　それは何故なんでしょうか？ごまさんの試みというか、嗜好性なのか？僕らが日本人だから、と
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　　　　　　いうところからなのか、色々と考えてしまうんですけども・・・。何かその、引っ張られてしま

　　　　　　う要因みたいなものがあるとすれば、それは何なのでしょうか？

ごまのはえ：多分、両方あると思います。

　　　　　　僕だから、というのと日本人だから、というのと・・・。まぁ、原作を 1 度読んでみて。

客 D：　　はい。ありがとうございました。

司 会：　　そろそろ、お時間になってまいりました。

　　　　　　まだ、聞き足りないこと等もあるとは思いますが、この辺りでアフター・トークを終わらせてい

　　　　　　ただきたいと思います。

　　　　　　本日は皆様、ありがとうございました。

全 員：　　ありがとうございました。

喩栄軍氏発言の原文；

这个（ 《天堂隔壁事疯人院》 ）是我（写）的第三个戏。（ 《去年冬天》，《www.com》 ）这个戏到现在已经有 8 年了，

是 8 年之前的戏了。

当时我对上海，尤其是对大城市里面人与人的关系，人与社会的这种关系比较感兴趣。

我一直想做一个没有禁忌的演出。这个戏一开始的名字叫《无所顾忌》，就是没有什么好担心的，不要紧的（意思）。

其实这是非常难解释的一个戏。我试着说一下（对）这个戏，我原来的一些想法。

有四个演员，他们演四个被认为是疯子的人。但这四个人并不认为自己是疯子，他们做的事情都是很正常的事情。

在一个半夜，他们到院长的办公室里，去演他们所经历的事情。

这四个人是这个社会上四种人的代表。

“ 吴所 ” 是一个比较孤独的人，无法与这个社会进行沟通，他想表达自己，但是没有办法，（因为）这个社会不接纳他。

“ 顾忌 ” 是（代表）这个社会上做什么事情都唯唯诺诺的一类人。

“ 里白 ” 是（代表）这个社会上始终保持传统（的事物），对现代的事物不接受的一类人。

“ 咪咪 ” 是女人，带有独特的女性的问题。

他们四个人用游戏的方式，把发生在自己身上的一些事情全部演出来。但是他们无法再进行下去，于是他们重新

起头，用另外一种方式，再把它演完。最后，他们认为自己变得清醒了，被认为是正常的人。他们所做的事情是

发生在正常社会里面的，但因为这个事情比较特别，所以被认为他们所做的是疯狂的行为。

他们在正常的社会里被认为是疯子。但他们认为，如果自己是在天堂里面，那他们就是真实的。

在里面，其实我在里面写的很多事情，都是我自己亲身经历的事情。有些事情如果是放在日本的话，肯定是不太

可以想象的。

比如（原剧本）里面，周文天考了八年大学没有考上，然后在树上呆了很多天。其实，它是（我把）我同学和我

的事情结合起来的。

像我本身（在考大学的时候），也是有一个比较好的大学（本来）会招我，但由于别人开后门，就把我给挤掉了。

类似里面还有很多关于情感的，疯子之间的情感是最单纯，最纯真的，但在这个社会里面是不被认同的。

其实在中国我也看过七，八种不同版本的这个戏的演出。但这次在日本（这个演出）说实话我没看懂。因为我听不

懂。但是这个戏我看了两遍，导演给我很多启发，我自己感觉有很多收获。我可以感觉出来，导演在很多地方有

很多强调重复，这是在原来剧本里面我自己可能没有意识到的一点。但是他把这一点在舞台上面强化出来，这让
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我非常开心。

还有几名演员也非常棒。我很喜欢你们。

我刚才说的，包括这个导演用的浴缸，演员在里面的造型，虽然我听不懂，但我看出他用的是《马拉之死》的创意，

这让我有很多种联想，产生很多想法。

导演有很多的奇思妙想，非常好。包括用天皇，说着说着说成做炒饭，（这一点）有很多讽刺的意味（在里面），

我觉得非常的棒。我很喜欢这些。

还有演员对自己身份的寻找。这也是一开始我也想做的。包括老是想找我，我自己，我是谁啊。虽然日语我听不懂，

“ 私は……” 是我的意思，对吧？这种对我的寻找，这样的重复，对我来说，我非常喜欢。

我希望这个戏能引起思考，我觉得导演的处理，在这方面应该是做到了。在上海的时候，我们更多的是一个喜剧，

一个闹剧（的形式）。观众在看的时候，是在 “ 外面 ” 看（戏）的。而在日本，我觉得，观众肯定是在导演的控制下，

在 “ 里面 ” 看（戏）的。这个结果是不一样的，但是我更喜欢看ごまのはえ导演的处理。

希望这个戏 2010 年能到上海去演。

谢谢。

（我说了好多了）

12 月 27 日　　　　　神戸アートビレッジセンターで上演、60 名

12 月 28 日　　　　　喩栄軍氏のお礼状

喩栄軍氏お礼状

中山先生；

こんにちは。

　僕と彦偉は順調に上海に戻りました。今回のこと、あなたと伊藤先生のお世話に大変感謝しています。お二

人にはたいへんご迷惑をかけてしまって、申し訳ない気持ちです。もう一度ありがとうございました。

　『天国の隣』の上演はすばらしいものでした。二度目に見たときの収穫はさらに多く、ごまさんと話したおか

げで、そのアイデアがより理解できました。あれは彼オリジナルのスタイルの作品で、僕はとても気に入って

います。このような交流もとても意義深いものです。

　今回大阪と神戸でたくさんの古い友人に出会いました。みなさんとても温かくて、感動しました。この数日、

日本での日々を僕はとても気持ちよく過ごしました。きっと美しい記憶として残るでしょう。再びお二人、梁

璐さん、劇団のみなさんに感謝申し上げます。

　今回もう一つの収穫が東京でありました。飯塚先生、田村さん、劇団東演、民芸、青年座、話劇人社の古い

友人たちと会えたことのほかに、森平さん、牛田さん、大江さん、坂手洋二さん、流山児さんらの芸術家と知

り合えたことです。彼らとの交流がきっとまたすぐに実現するだろうと信じています。日本の話劇に対して、

僕の認識がまた増えました。それから牛田さんずっとアテンドしていただきありがとうございました。

　森平さんのご接待に再び感謝いたします。彼の見事な手配のおかげで、僕は多くの収穫を得ることができま

した。

　すべてのこと思い通りに進みますように。楽しい祝日をお過ごしください。

栄軍・彦偉

2009.12.28
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12 月 29 日　　　　　ごま氏のお礼状

ごま氏のお礼状

ユウエイグンさんへ

　先日は楽しい時間をありがとうございました。

　直接お話できて、作品のこと、ユウのこと、自分のことが少しだけわかった気がします。この作品と格闘し

た半年間はとても刺激的でした。僕にとってユウさんの作品には沢山の闇があって、その闇がたまらなく魅力

的でした。今回の上演作品は自分でも予想できない作品になりました。僕にとってはユウさんの言葉の力にひ

っぱられて出来上がった作品です。ありがとうございました。

　次は上海でお会いしましょう。

　奥様にもよろしくお伝えくださいませ。

　        　　　　　　　　　　　　　ごまのはえ

（中文翻訳　中山文）

喻荣军先生；

您好！我非常感谢跟您一起过了很高兴的时间。

通过跟你的交流，我对作品，您和自己的了解进一步地加深了。

我跟这个作品一直搏斗了半年。这是多么充满刺激的半年啊！

对我看来，你的作品里有好多黑暗。这个黑暗就是把我抓住不放的魅力。

结果，这次演出是连自己也想象不出的形式而完成的。

这都是从你所写的台词做出来的作品。

我再次非常感谢您。

下次咱们在上海见面吧！

向您爱人问好！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　GOMANOHAE

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2010/1/2

2010 年 2 月 23 日　  反省会

『天国の隣』　反省会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実施日：2009 年 2 月 23 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 場　所： 11 号館小会議室
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メンバー

　ごまのはえ　（ニットキャップシアター　演出）

　門脇　俊輔　（　　　　〃　　　　　　　製作）

　伊藤　　茂　（神戸学院大学　人文学部教授）

　中山　　文　（　　　　　　〃　　　　　　）

　寺坂　円香　（神戸学院大学　人文学部卒業生）

中山：

　１度反省会だけをして、ここまでをもって『天国の

隣』イベントの終了ということにし、報告書に載せさ

せていただきます。

　ご苦労されたであろう、お２人の苦労話とか・・・。

　学生から 100 本ほどのレポートがあがってきまし

た。どれを読んでも、通しても「わかりにくい」とい

うのが最初にあって・・・。一生懸命考える子もいる

んですけどね、それなりに。でも１人なんて「もう、

勘弁してください」と言って帰った子もいましたから

ね。

　私の高校時代の友人が 10 人ほど来てくれていたん

です。相当、頭を悩ませたらしくって、物事を論理的

にしか考えられない人間ばっかりなので。「テーマは

何なのか？」とか、真剣に考えていたみたいです。

　そういう、お芝居を観慣れていない、観たことがあ

るにしてもテーマ性があって、はっきりと伝わってく

る、みたいな大衆的なものしかない人に対して、どう

いうアドバイスをすべきだったか？というのもありま

して、演出家さんのお話をお聞きしたいと思っていま

す。

　ごまさんに話していただいた説明を授業で学生たち

に話したんですよ。そしたら「そうやったんかぁ」み

たいなことを言っていました。

ごまのはえ：

　どんな話をしてました？

中山：

　「凶気」「正義」「戦争」

　「凶気」から始まってね、日本人がその凶気を感じ

るためには「戦争」だろうな、と思った、と。急に第

二次世界大戦の話に入っていくじゃないですか？あの

辺りがわからないっていう子が多かったんです。

ごまのはえ：

　あー、ハイ、ハイ。

中山：

　その正義的なものとか、戦争に絡んでいくんだ、と

いう話をしたら「そんな筋があったの

か」と驚いてました。

ごまのはえ：

　んー、そうですよね。

　筋というか、ストーリーではないんですよねぇ。

中山：

　筋道というかね、何か全然関係のないもの、脈絡の

ないものを持ってこられたわけではなく、「何かあっ

たんや？」みたいな。

ごまのはえ：

　そうですね。

　ものすごく大雑把な例え方をすると、１回鏡に凶気

というものを映してからその鏡をバーンッっと割っ

て、その割れた鏡の断片に戦争もあり、男女関係・・・

バスタブの男女関係もあり、精神鑑定という正気と凶

気というものもあり、みたいな感じですね。それを俳

優さんたちが１つの身体でやっていくにあたって、何

かストーリーのようなものができ上がっていたんじゃ

ないですかね？

伊藤：

　原作があるという条件の中、その原作のどこまで原

型を留めておくか？という問題と、原作からどれだけ

離れてごまさんのテーマ、なりモチベーションを巡ら

せていくか？そういう掛け合いの中で進んでいたと思

うんですが、その辺りから話してもらった方が良いか

もしれないですね。

　原作には戦争の匂い、というのはそれほど・・・。

ごまのはえ：

　全然ないですね

　最初に原作を読んで、ビデオを観させてもらった時、

お客さんがものすごく笑っていて、このコメディの、

この勢い・盛り上がりをどうしていこうかな？と、ず
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っと考えていましたね。読んでいくうちに、所謂「俗」

な人たち、困った人たちの図鑑、というか曼荼羅とい

うか、そんなふうに見えてきたんです。それは、か

弱い人たちのようにも思えたんですけどね。そういう

困った人たちの困ったコメディなのかな？と思えてき

て・・・。

　そうこうしてるうちにキャスティングの話になりだ

したんですね。その際、このまま男３人・女１人とい

う配役を、コメディを目指して配役していくか、それ

ともコメディというものを諦めるか、というのがキャ

スティング次第だ、という感じになりまして、そこで

１度、博打があったんですよ。台本を渡されたのが５

月・６月くらいですかね。その後の読み易い台本（第

２稿）、それが来る前にキャスティングの話になりま

して、コメディとしてするならそれなりの考えはあっ

たんですが、それは止めておいて、第２稿が来た時に、

急に鑑定・・・精神鑑定の鑑定というのがイメージと

して湧き上がり出しまして、そのこちら側がよく稽古

場で言ってた例えなんですけど、ローシャハ？？テス

ト？みたいながあるじゃないですか？

中山：

　何に見えるか？というものですね。

ごまのはえ：

　これが傍から見てたら面白いんじゃないかな？と思

いまして。黒い染みみたいなんを見せて「何に見えま

すか？」って聞いて「蝙蝠」って答えて、次に行くっ

ていうのが・・・。そういうのって面白いなぁ、と思

いまして。

　（自分たち）劇団員だけでやろうと判断していたん

ですけど、劇団も男３人・女１人だけの劇団で、それ

を思い切って（登場人物を）女３人・男１人にしよう

と思いました。精神鑑定に振り回される人たちとして

「ミミ（女）」以外の３人を捉えようと思ったんです

ね。それは、男性より女性の方が良いかな？と思って。

なぜそういうふうに見えたか？というと、僕にはミ

ミだけそんなに強い、何というか、香水の匂い・・・

というか・・・。ト書きを読んでいると彼女は相当な

厚化粧で、自意識過剰な人物として書かれているんで

すけど、そのト書きを読まなければ面倒見の良い女の

人で、香水（化粧）がプンプン匂ってくるような感じ

を受けなかったんです。それで、そのミミというのを

看護士のようであり、弁護士のようであり、精神鑑定

の鑑定士のようであり、みたいな立場にできないか？

と思ったんです。そこで、ミミだけを男性の役にしよ

うと思いました。

　そうこうしてるうちに、台本の書き替えをせねばな

らん、ということになりまして、それが８月・９月頃

だったんですけど、まずは全部で５０ページくらいだ

ったのを３０ページくらいに収めようと思って、自分

なりに削ったりしながら書き替えたんです。３０ペー

ジくらいの台本ができて、そこから稽古場に臨んだん

ですよ。１０月の終わりくらいですかね。稽古場に入

ってまず始めたのはやっぱり、あのピストルのシーン

からでしたね。とにかく何回もそのシーンをやっても

らいました。

　「なぜこのシーンがあるんだろう？」ということ

を、原作者に聞いてもしょうがないだろうから、自分

なりに考えてると、ピストルを向けて唯一１対１にな

れるような、そういうデリケートな、デリケート過ぎ

る考えかもしれませんが、ピストルを向けて初めて話

せる、という関係もあるのかな？と思って、このシー

ンは「対話のためのレッスンである」と考えたんです。

そういったことから、シーンタイトルを「ピストルに

よる対話」というものにして、それを繰り返そう、繰

り返してやっていたら、どんな人でも「何か意味があ

るんじゃないかな？」と退屈に耐えられずに溶解し

ていくものが何かあるんじゃないかな？と思ったんで

す。

　もう１つ、１対１になるためのものとしてバスタブ

も使ったんですね。全く２人だけの空間にしたいと思

って。ピストルが暴力的なものなら、バスタブはちょ

っとした愛を感じるようなものにしようと思って。ス

テージという空間の中で完璧に１対１の関係をとれる

ものとしてバスタブを持ってきたんです。

　ステージを客席にして、客席をステージにするとい

う考えは原作からではなく、ホールからなんです。あ

のホールを初めて見させてもらった時に、あのステー

ジの上でやってしまうと生々しさに欠ける、ステージ

の中に収めてしまうことに危険性、というかつまらな

さを感じたんです。コンサートホールで聴くジャズと、

ジャズバーというかライブハウス的な所で聞くジャズ

があるとしたら、後者のような・・・そんな感じを出

したいな、と思ったんです。自分の中でも、ちょっと

変わった思い出にもなるでしょうし、観てくれる人に



平成 21 年度研究成果報告書

116

も（ステージ）中でやってるものよりも、外でやって

るものを観てもらいたいと思って・・・。

中山：

　（ステージと客席の反転）ごまさんの演出としては

初めてだったんですか？

ごまのはえ：

　初めてですね。

伊藤：

　ＫＡＶＣでお客さんが、アメヤさんが似たような演

出をしていた、と話してましたね。

ごまのはえ：

　さっきも言ったように「凶気」と「正気」というの

を鏡に映してそれを１度割って、その断片を色々と集

めてみた、その断片の中に「演劇」というのも入って

いまして、演劇で凶気を扱うっていうのはものすごく

底がないことなんですよ。「演技です」と言ってしま

えばおしまいですし。狂気・・・気が狂った振りをし

ている演技なだけでね。客席とステージを逆にしたこ

とによって、そこのもう一捻りができたのではないか

な？と思っています。「気が狂った振りをする。でも

それは演技です。」っていうのを客席でやれた、とい

うのは良かったんじゃないですかね。

　稽古場で俳優さんも相当「何だこれは？」という気

持ちでやってたと思うんですよ。散々、話し合ったん

ですよ。そしたら皆さん、自分なりの理解をしてい

て・・・。俳優の身体感覚としては、１番落ちるのは・・・

「あぁ、今、私たちはこういうお芝居をしてるんだ」

と落ちるところがあるんです。始まってから 40 分か、

それくらいした時にバルーンを乗せて歩き出すシーン

があるじゃないですか？その時に初めて、精神鑑定で

無罪を勝ち取るために「キチガイの振りをしている」

と（明かす）、その辺りでストーリーがスーっと、演

じている方（俳優）に見えてくるんですね。それまで

のことは「テキスト」なんだ、と。キチガイかどうか？

というのを試されているテキストである、みたいな感

じで。

　そこで初めて、ストーリーは１つ明るくなるんです。

光が照らされるんです・・・けど、照らされたと思っ

た途端に、また、戦争の寓話が入ってきて・・・。あ

そこでわかったかなぁ？と、このお芝居はこういうお

芝居かな？とわかった途端にまた、違うの（戦争）が

入りだすので、あの戦争は何なんだ？という意見が多

いのはまぁ、納得できます。

伊藤：

　大学でやって、ＫＡＶＣでやって、最終形態と言い

ましょうか、最終形は、ごまさんの中ではかなり初期

の頃から予測していたでき上がりなのか？あるいは、

稽古の中での役者さんたちとのディスカッションの中

で変化をしていって、予想外の展開に、予想外の最終

形になったのか？そこはどうなんですか？

ごまのはえ：

　そうですね、予想外ですね。稽古場に入った時は、

俳優さん、女性３人の個性というものに、そんなに期

待はしてなかったんですよ。期待してなかったって言

ったら失礼ですけど・・・。ベストキャスティングか

どうかすらもわからんなぁ、と思いながらお願いして

いた節はあったんです。でも、それぞれ３人の・・・

女犯罪者かもしれないし、女病人かもしれない、けど、

その３人の人間としての息遣い、みたいなところが、

どんなにモチーフがどんどん変わっていっても、あの

３人の外見から予想される「この人は今、何を考えて

いるんだろう？」というところに助けられた、という

のがあります。

　きっと、滅茶苦茶な作品になってしまうかなぁ？と

いう気はしてたんです、稽古の最初から。でも、自分

として、１つ１つのシーンが観易くなった、そういう

感じでできたのは、俳優さんが良かったからかな？と。

案外、俳優さんが 1 時間 20 分、30 分の時間という

のを、自分のストーリーというのをかなり創って、演

じていたんじゃないですかね。

伊藤：

　上海ヴァージョンだと、演出家から与えられたイメ

ージだけに自分をきちんとはめ込んで、パーツとして

きちんと動けるような作り方をしているんだけれど

も、今回のごまさんのヴァージョンだと、役者たちは

かなり、素じゃないんだろうけども、自分の「生」を

出てくることが表現になる、というかそういうのに躊

躇いがないじゃないですか？その辺がすごく、上海ヴ

ァージョンと違って、現代の日本の、私たちの演劇の
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コンセプトみたいなものが出てるな、という気がする

んです。その辺は全然、抑制とかはないんでしょ？型

にはめたりとか。

中山：

　それって、今回だけじゃなくって、常々そうなんで

すか？

ごまのはえ：

　いや、結構はめ込んでます。普段は。

　それはやはり、僕も台本を書く時に・・・例えば、

２人だけ出てるシーンじゃなくて５人出てるシーンと

かの脚本をダーっと書いた時に、この立ち位置でこう

いう関係だからこそ、ここでこう言う、とか脳内劇場

である程度、立ち位置まで決まっちゃってる時とかも

あるんですよ。そんな時はやっぱり、俳優さんに「こ

の距離じゃこれ言えないから、これだけの距離をとっ

てよ。」みたいなことを言ったりとか、リズム感とか

は特に細かく指示したりしますね。今回は稽古場でこ

こからここまではここを通ってください、とかの設定

が全くできなかったんですよ。この部屋の半分くらい

のところでずっと練習してきたので・・・。まあ、学

院大でホールを空けていただいて稽古をしましたけれ

ど、実際にやってみないとわからない部分というのも

多かったですし。

衣装もユニクロの部屋着にしたんですよ。そういうの

が、「もし自分たちが罪を犯すとしたらこういう犯罪

なのかなぁ」みたいなことまで想像してやってくれて

いたんじゃないかな？と思いますね。

中山：

　ユニクロの部屋着のことを学生に言ったら、えらい

ウケてましてね。

ごまのはえ：

　そうなんですか？

中山：　

　ごまさんが「学生時代、長期休暇のたびに学生が減

っていって来なくなる奴がいる。そういう人たちがど

うなっているんだろう？と考えた時、きっとユニクロ

の部屋着を着て篭っているんじゃないか」と言ってた

話を、えらく納得して聞いてましたよ。

ごまのはえ：

　そうですね・・・。

　何というか、良いことじゃないんですけど、脳ミソ

が貧血を起こすというか、本当に何もしたくない時が

あるんですよ。特に学生の頃とかはそうだったんです。

お芝居が終わったら平気で、２日間か３日間くらいは

ずっと部屋にいる、みたいなことは僕もありましたか

らね。そういう人は一杯いたので・・・。そのまま会

わなくなるような奴らもいてね。そういう気分ってい

うのはずっと、あるかもしれないですね。

伊藤：

　上海ヴァージョンの方は、国家観というんでしょう

か、政治とか行政とかそういうものに対する批判とい

うか、皮肉というか、当て擦りというか、読み様によ

ってはすごく社会的なメッセージのように読めるんで

すよね。ごまさんの場合、何かそういった社会的なメ

ッセージみたいなものは？入れていこうとか？

ごまのはえ：

　そうですね。

伊藤：

　それは通常のごまさんの作品よりはずっと激しく、

とかですか？

ごまのはえ：

　多分、喩さんが・・・喩さんの知性というものは、

お話を聞いてるとすごく健康な知性のように思える時

があるんですね。それは、国の違い、世代の違い、人

の違い、というだけのものかもしれないんですけれど。

それに対し、僕なり、僕らの知性というのはもう少し

不健康、好く言えば芯がない、悪く言えば不健康なも

のなのかな？と思っています。

　変な話、例えば、これからオリンピックに出る選手

に対し「頑張れ！頑張れ！」って素直に言って良いの

かどうか？わからんところってあるじゃないですか？

とりあえず、リラックスしてプレーしてくれれば良い

し・・・。そういう気持ちが常にあって、特に大きい

ものというか、そんな批判をして、その批判がまっす

ぐストレートに届くとは思っていない、という気持ち

は強くありまして、何て言うんでしょうね、お客さん

の方も政治的なことを風刺したお芝居をしても、やり
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方を相当考えないとあまりウケないんじゃないかな？

と思って。

今回、やり終えて１番感じたこと、喩さんと掃き溜め

でお話してて、２次解釈の話で、資本（主義）を扱い

たいって話があって、その扱い方・題材の選び方も、

僕にはものすごく健康的な、歯が強い人がバリバリ噛

み砕いて食べていくような、そんな印象を感じたんで

す。そこが（自分とは）違うなぁ、と強く思って、も

っともっと戸惑ってるなぁ、もしかしたらそれは僕だ

けではなく、そういったことが日本と中国との違いな

のかもしれないですね。

伊藤：

　何か、そういった政治風刺、ニュースペーパー？あ

あいったストレートな風刺で一緒に笑えていても、所

詮は新聞の政治欄のひとコマ系にあるような、浅いと

いうわけではないけど、その程度で終わってしまうよ

うな・・・。今、中国なんかでそういうことがすごく

喜ばれるのは、というか観客も含めて笑いを共有でき

るのはやっぱり、何かしらの抑圧があるからなのかも

しれないですよね。

　日本でそういった政治風刺で深く笑える、って言っ

たら可笑しいけど、そういうものになるためにはもっ

と狡猾でないといかんだろうし。

ごまのはえ：

　んー、そうですね。

伊藤：

　戸惑う、躊躇う。そういった屈折みたいなのが、何

重にも仕掛けられてないと本当の笑いにならないよう

な気がしますね。

ごまのはえ：

　今回の芝居、僕らの創った『天国の隣』の抑圧はあ

るんですけど、それが結構、国家の顔をしていないと

いうか、もっと寄り添ってくれてるもの・・・何て言

うんでしょうね、もっと歪なものが多分、上に乗っか

って・・・るのではないかなぁ？という気がしてます。

　これ（感想）を読ませてもらって「私は私です。」

という言葉に引っ掛かったって書いてある方が多くて

ね。何かその、すごく繊細だなと思いました。創った

側も、受け取った側も。

中山：

　学生の反応を見ててね、彼らにとって１番重要なの

は「私」なんですよ。特に３年生・４年生の子たちに

とって、就職にとっても密に関わってくるんですよ。

「あなたのこれまでを話してください。」「あなたのこ

れからを話してください。」みたいなことを、繰り返

し繰り返し聞かれるわけでしょ？「自分とはどういう

ものか？」とか「自分の生き方」とか、初めて面と向

かって聞かれて、それに対して自分の言葉できちんと

返していかなあかん状態になってるんですよ。今まで

作品作りなんかに関わってきた子なら兎も角、そんな

ことをせずボヤ～っと学生やっていた子は、初めて真

剣に自分と向き合わんといかんような時期に至ってる

んですね。

　あの芝居が始まると皆が「私、私は・・・」「私」「私」・・・

って色んな所を探しまくって、見つけたところ「私は

誰々という人を知っている」と見つけたものは皆、他

人じゃないですか？他人しか見つけられへん、いくら

探したって。「自分なんて落ちてないんだ」っていう

ことに、とてもショックだったみたいですね、彼らに

とって。そのことは、彼らの胸にストレートにストー

ンっと落ちるんですよ、「私を探してる、でも見つか

らない」っていうのが。

　そのことと、社会とか政治とか、戦争とか国家とか

にものすごく開きがあって、喩君たちの場合は、そこ

の部分がものすごい密接で、常々傍にいてるんですよ、

その抑圧が。そこから目を背けることはできずに、そ

れから目を背けて「私」だけを見るっていうことはな

いんだけれども、日本ではそうなんですよ。家の中の

「私」が１番、大事にしてもらってる中の「私」だっ

たのに、それがそうでなくなってしまう「私」はどう

しよう？そんな不安があるんですよ。それって、もの

すごく敏感な問題っていうか、今の彼らにとっては切

実な問題なんですよね。

ごまのはえ：

　僕らもそうでしたね。今３２（才）なんですけど、

やっと就職できそうな気がしてきましたもん。今まで

は全然、考えてるようで考えてないっていうのがあり

ましたね。地に足が着く、って言ったら可笑しいんで

すけど、その学生さんたちの気持ちはすごくわかりま

す。
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伊藤：

　「狂気の中に自分を逃げ込ませる」というテーマっ

て以前、随分あったと思うんですよ。でも、そういう

ことも「有効ではないぞ」って時代が来ちゃってね、

狂気にも逃げ込めない、勿論、正気をも保てない、そ

んなところで自立するってすごく難しいよね。私らの

年代は、岩波新書読んでれば、みたいな教養でガード

するっていうか、教養で鎧を作るってところで成長が

イメージできたんだけどね。

　そういう意味では、うちの学生なんかは何で支える

んでしょうね、と思います。

中山：

　恋愛が全然、有効じゃないですもんね。

ごまのはえ：

　あっ、そうなんですか？

中山：

　彼らもそう思ってるんやないかなぁ、恋愛でもダメ

だって。

ごまのはえ：

　この『天国の隣』のデリケートさ、センチメンタル

さっていうのがずっと、終わった後もずっと気になっ

てまして。照明の方たちは「すごい良かった」って言

ってくれてるんですよ、女性の方なんですけど。

　あれがもっと、あの作品でもっと「笑い」があれば、

かなり面白かったと思ってるんですよ。満足いってな

いというわけではないんですけどね。何かその、わか

らない作品ながらもどういう終わり方をすれば良かっ

たのか？わからない作品でありながらも原作の何処を

活かせば良かったのか？というのを最近、考えてます。

　あの終わり方も最後に「演劇」を巡る「私」と「役」

というのを持って来ただけなんですよ。どういう終わ

り方が良かったんでしょうかね。

伊藤：

　木更津でしたっけ？自分史を語るシーンがあったじ

ゃないですか？ああいうことで、役者の自分史を語ら

せるように見せて、謂わばネタバレ的な雰囲気に持っ

ていく。それが演じる人と現実の人、そういう感じな

のかぁ、って思ったりもするんだけど。夢オチ的な終

わり方というか・・・。

　「成長ストーリー」と「獲得ストーリー」の２つあ

って、中国人は成長ストーリーが全然わかんなくって、

今はそうでもないけどね。80 年代的には全然ダメだ

ったんですよね。獲得ストーリーしか創れない、みた

いな感じで。必ず敵はやっつけられるし、幸福は手に

入る。獲得できないまま、成長があれば良いじゃない

か、って感じがよく出てたんですよ。何か、大衆演劇

的な世界かもしれないですね。今回みたいに、勿論、

獲得はないし・・・あったとしても非常に小さいし、

成長があるかっていうと「成長」とも言えない、だか

ら「自分の本質みたいなところへ辿り着けたような気

がする」っていう終わり方だと、なかなか中国人的な

信頼感がないかな？とね。

中山：

　でも今年、夏に中国で２ヶ月の間 70 何本か観たも

のの中の面白かった１つに軍の芝居があるんですよ。

中国の解放軍の中で話劇団を持ってるんですね、基本

的に軍人教育のために観せるものだから、昔の偉人の

話とか、昔の戦争での話とかなんだけれども、中には

平和期の軍人の生活、普通の隊員たちの平凡な１日、

そんな中で恋愛があったり、離婚があったり、みたい

なことが描かれているんですよ。今回は、60 周年記

念で革命的な芝居が多かったんです。その中に、結構

変わってるなぁ、と思うものがあったんです。

　東北での抗日戦争で、冬山の中を７人だけになった

共産党軍が逃げ惑ってるんです。「もうじき日本軍が

やって来る！」って。今まで（の芝居）だったら、国

のため・民族のためとか一致団結して心は離れないは

ずだったのに、皆がバラバラになって自分自身を振り

返るんですよ、何十年間かを。それぞれの個人ストー

リーができてるんですよね。７人のリーダーは女性な

んだけれども、「私は構わない、納得してここに来て

いる。でも、ここに来るために捨ててきた子供がいる。

あの子は一体、どうなるんだろう？」ってな感じのこ

とを言うんです。別の男は恐怖の余り、日本軍が来る

って叫びながら錯乱し、味方に向かって発砲するんで

すよ。今まで、そんな解放軍の芝居なんて観たことな

かったです。兵隊たちの間で「弾は向こう（敵）から

来る、とばっかり思うなよ」みたいなムードが広がっ

てね。最終的にその錯乱した男は自殺します。これは

かなり珍しいことなんですよ、初めて観ました。勿論、
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評の中でもあれはすごく新鮮、というか珍しい人物像

として取り上げられていました。それって、全然、獲

得はないでしょ？

　それぞれのストーリーの中で、最終的にどうなるか

っていうと、１番若い兵士だけを逃がし、残ったリー

ダーがすぐそこまで迫る日本軍を見ながら、バーっと

銃を撃って、雪崩を起こすんです。（自分も）死んで

いくのはわかってても、己と一緒に日本軍も殺す、と。

それぞれの中で自分を振り返って、今までは見えなか

った自分に光を少しずつ当てていく、そこで納得しよ

うとしている。それが新しいと思いますね。

ごまのはえ：

　無理やり体系付けて考えると、その１人１人の個性

というか人間性を認めていくっていうことと、制服の

ような皆が同じ服を着るのではなく、好きな服を選び

なさい、っていうこと。簡単に言えば、商品に価値観

がどんどん付いていく、色んな商品が多く生まれてく

る、そのためにはやっぱり、色んな人の個性を認めて

いかなきゃいけないと思うんです。どっちが先か？と

問われると、僕は価値観の方が先だと思うんです。こ

ういう人間がいる、こういう人間もいる、って認めて

いくことで色んな、個性的な商品がどんどんできてく

ると思っています。

　日本と中国では、日本の方が価値観があって商品が

あって、っていうのを創ることにおいて、先輩なんだ

ろうな。と感じました。

　今回の『天国の隣』の原作を読んで、困った人々の

描き方云々というのが、ちょっと筒井康隆っぽいな、

と思ったんですね。ある程度、管理されているって言

ったら可笑しいですけど、「そういう個性的な人はこ

っちに来てくださいね」って行き先がある。

　そんな中で、僕はアレルギーというかアトピーとい

うか、非常にデリケートになってしまったんです。

　僕のお芝居に登場した３人っていうのは、それほど

個性的な３人ではないんです。でも「あっ、そーゆー

女の人っているよね。」って言えるような下地が、ユ

ニクロの服を着て、ペットボトルで水を飲んで、ああ

いったお芝居に出てるって言ったら変だけど、自分を

いつも探させられてるというか、そんな姿っていうの

がね、何か・・・。何も結論はなんだけどね。

伊藤：

ごまさんにすれば、そういった若者たちの中に自分も

いるっていう感覚なのか、もう少しそれは、客観的と

いうか、共有する部分と客観的に見る部分とではやっ

ぱり、客観的に見ている方が強いんですか？

ごまのはえ：

　何て言うんでしょうね。自分の地続きの部分とそれ

は、客観的に見れないっちゃぁ、見れないですよね。

様々な嫌なことを思い出してしまって、客観的には見

れないですね。初めて、ユニクロの服を稽古場で着て

もらって稽古をやった時とかでも、昔、女の子と喧嘩

してバラ撒いたお米を拾った時のこととか思い出して

「あー、嫌やったなぁ。」とかね。それに、僕もあの３

人よりはちょっと年上になるんですけど、でも、もう

少ししっかりしてたらね、モラルを持って接すること

もできるんでしょうけど、それもなかなか難しいし、

自信もないしね。

　題材というかモチーフに対しては軽蔑とか嫌味を言

わないと笑いの糸口は掴めないし、かといってそれば

かりだとどうにもならないし、自分で自分を傷つける、

みたいなところはありますね。

伊藤：

　結構、自分の体験とかを掘り込んでるって言ってた

じゃないですか？嫌な体験とか、笑う体験とか。だけ

どそれは、あの作品の中では自虐的にかどうかは別に

して、笑いに転化させてしまおう、みたいな喩君なり

のパワーみたいのがあって、

中山：

　本当だって言ってましたもんね。１つ１つの笑える

ところ。

伊藤：

　そこにはリアリティが保障されていたと思うんです

けどね。観客にとってもあの社会が持ってる矛盾みた

いなものが盛り込まれているからね。

中山：

　そういう世界があっちにもこっちにもあって、彼の

この作品、色々とある彼の作品の中で何度も上演され

てて、違うヴァージョンの多いこの作品に対して、創

る人間がその中で通じる共通言語みたいな、共通の経
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験みたいなものをそこに放り込んでいけば良いんだ、

って彼は言っていますね。きっとそういう笑いなんで

しょうね。

ごまのはえ：

　コメディとして捉えると、例えば携帯電話とかでお

客様サービスセンターに電話したら盗難は何番、故障

の場合は何番とかの案内があって、そこに進んでいく

じゃないですか？ああいう時の苛立ち、みたいなのが

日本版、純粋に日本版に全部書き換えたらそうなると

思うんですけどね。それって、大袈裟な言い方をする

と不条理なことだと思うんですよ、カフカ的なってい

うかね。それが笑えるかどうかとなると、また、疑問

かな？とは思うんですけどね。

伊藤：

　消費期限がありそうですね、そういう笑いって。

　『ぜんざい公社』っていう落語があってね。戦後の

食糧難の時にぜんざいを食べに行くんだけれども、配

給券とかお役所仕事とか、様々な不条理な目に遭う、

っていうのを笑い話にしたものなんだけれど、日本人

って確かにそういう時期があったんだよね。

　日本人ってストレスに弱いから、そういう不条理を

どんどん消していこうとするじゃないですか、快適に

なってはいるんだけれど、探せばまだまだあるってい

う。そこまでいくとちょっと病的なストレスになって

くる、みたいな部分がありますよね。

　誰にも共通する、80％の人間が体験する不条理っ

ていうのはもう、なかなかないのかな？すると今は何

がストレスになってるのかってなると、「自分が見つ

からない」ってことなのかな。見つからないから探し

込むのかっていうと、探させられてるんだよ。探した

いのかどうか、自分でもわかってないんだよね。就活

でしか、聞かれない。

中山：

　今ね、大学院とか留学とかで中国人が多く受けに来

るんですね。そして心理学を勉強したいって、口を揃

えて「ストレス　ストレス」って言うんですよ。今年

の夏の芝居の中でも精神科医とかカウンセラーとかが

出てくる芝居があったんですよ。

　１つは（四川の）地震の後でショックを受けた子ど

もたちのサポートをするために、アメリカへ勉強しに

行っていた精神学者が帰って来て貢献した、っていう

パターン。

　もう１つは同じ地震ですぐ目の前に血を流す怪我人

がいてるのに「これからは精神科医が儲かる！」と外

科医を辞め、怪我人は一切診ずに「心の家を開くんだ！

診療所を開くんだ！そこで儲けるんだ！」と言って何

の役にも立たない医者、っていうパターン。

　どちらのパターンにしろ、精神の病気とか心理学と

かカウンセリングっていうのがスポットライトを浴び

てるって感じがしました。彼らが「ストレス」って言

うのも、これから中国に帰ったら儲かりそう、とか見

てるんですかね。

　その「ストレス」ってどういうものなのかを聞いて

みたら、日々のストレスだって言うんです。災害とか

事故とかの後から出てくるＰＳＴＤとか、そんなんじ

ゃなくって、普通の人が普通の生活の中で受けている

ストレスなんだって。競争が激しい中国だからかな。

中国人は勉強でも仕事でも競争が激しくって、そりゃ

ぁ、こんな人たちと付き合っていくとなると、日本人

なんてすぐにやられてしまうなって思いますね。

　けど、そういう人ばかりじゃなくなってきているん

じゃないですかね。こういう激しい競争が苦痛でスト

レスだって思う層が出て来たんですね。

伊藤：

　アマチュア演劇をやる人間も増えてきてるんですよ

ね。

ごまのはえ：

　そうなんですか？

伊藤：

　ドロップアウトって言葉も大袈裟ではないけど、そ

ういうサラリーマンとしての勝ち組じゃなくても、み

たいなところがちょっとあるのかもしれないね。

中山：

最初は違うんですよ。1995 年くらいからアマチュア

演劇でも素晴らしい作品が出て来たんです。最初は社

長演劇って呼ばれてて、ＩＴ企業とか広告企業とかの

業界でかなりの給料を貰ってる人たちが集まって芝居

を創ったんですよ。そうするとお金が出せるし、周り

にスタッフは多いし、チケットも売れるしね。それが
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当たった最初なんです。今はそういう人たちじゃなく、

普通のサラリーマンがサークル活動とかを通して集ま

ってくるのが増えてきてます。ある意味、色んな意味

で豊かになったんでしょうね。

ごまのはえ：

　すごいですね。

伊藤：

　役者さんたちや、スタッフさんたちは終わってから、

何か言ってましたか？

ごまのはえ：

　そうですね、あの後すぐに正月休みに入っちゃった

んで、再会したのは３週間後くらいだったんでね。舞

台監督をやってくれてる、いつも僕の芝居に参加して

くれているニシダさんという方とは色々と喋りました

ね。今回の作品は僕がやった中でも、初めて放り投げ

た、前衛的な作品だったんです。前衛的な作品って、

ストーリーがあるものに比べて、自分（演出）の劇手

法みたいなのが素直に出るんですよ。前衛的なものば

かりをやっていると、似たような作品が多くなってし

まうんですね。だから、この作品を批評するなら、次

にもう 1 回前衛的な作品を手掛けた時にはっきりし

てくるんじゃないかな、とか喋ってました。

　役者とはまだ、そんなに喋ってません。でも、行き

帰りの車の中では珍しく、恋愛の話ばかりになってま

した。

　どんな作品でも、ずっと役を演じていて稽古が終わ

ると同時、役からプライベートにガラリと戻ると、な

かなか難しいところがあるんですよ。今回は特にそう

だったみたいですね、あんな感じは初めてでした。何

かしら、役者たちの中にもあったんじゃないですかね。

　一応、３人がどんな罪を犯したか？ ― 好きな人を

殺してしまった。子どもをネグレクトで死なせてしま

った。― そういうのを想定してやってたので、20 代

後半から 30 代の女性の、ある意味１番の悪夢的な状

態ですね。そういったことも関係しているのかもしれ

ません。

　この感想、すごいですね。「中国の演劇もここまで

きたか」っていう・・・。

中山：

この人は中国研究をされている方なんです。私は知ら

ないんですが、東京から何かしらの事情でこちらに来

られてて、大学の近くにお住まいだそうです。

ごまのはえ：

　皆「キチガイ」という言葉に反応してますね。「使

っちゃいけない言葉をあんなに聞いて、しんどいで

す。」って・・・。

伊藤：

　優しいんですよ。舗装された道しか歩いてません、

みたいなね。言葉に関して。

ごまのはえ：

　そうなんでしょうね。

伊藤：

　無菌状態というか、ノーマルな状態というぬかるん

だ道を歩かされる不快感、みたいなのがあるんだと思

いますね。言葉よりの引っ掛かりとかじゃなく、シチ

ュエーション的にも悪口は言わない。下手な芝居でも

演劇でも感想を書かせたら、べた褒めしますからね。

中山：

　それはしますね。よくも、まぁこれだけ、

伊藤：

　良いところを見つけてやるなぁってね。

寺坂：

　よくあれで 2000 字も書けるなって思いましたも

ん。

伊藤：

　「褒めない批評」っていうのができない、やったこ

とないんじゃないかな？仲間間では辛辣なことを言っ

たり、悪口を言ったりできるんだけどもね。トラウマ

があるのかもしれないですね。

寺坂：

　ディベートなんて本来、日本人には・・・

中山：
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日本人には向かないですね。

伊藤：

　向かないね。特に今の若い人たちには、本質的にそ

ういった素養がないと思います。だから、教育的にも

「やれ」と言うのかもしれない。私らの学生時代、40

年前だけれども、「お前は何と文章の読めない奴だ。」

なんて、平気で言い合ってたじゃないですか、日常的

に。

中山：

　「わかり易い」っていうのがすごい褒め言葉なんで

すよ。わかり難いものはダメってね。

伊藤：

　自分がわかる、そのストライクゾーンが狭いんだね。

自分のストライクゾーン以外のものに対してはすごく

無関心であったり、興味を持たなかったりっていう傾

向が強いですよね。芝居なんかでも、私は雑食性だか

ら古典でも現代でも全然平気で、小演劇でも実験的な

ものでも観ますよね。芝居を観ない子じゃないんだけ

れど、気に入ってる作品だけを観に行く。役者なり、

劇団なり、そこから少しでも外れたものには全然、無

関心なんですよ。

　関西でもトータルの観客数は減ってるとは思わない

んだけれど、受験校を絞り過ぎて全体の志願者数が減

ってます、みたいな状態かもしれないですね。

ごまのはえ：

　そうかもしれないですね、なるほどね。

伊藤：

　最近の若い子たちを見ていて、特にそう思いますね。

だから今回の『天国の隣』みたいな作品は、半分ノル

マで観ていたのかもしれないね。「何だこりゃ？」と

思いながらも、感想を書かないといけないから。

中山：

　うん、何か考えるしかない、ってね。

ごまのはえ：

　「難しいから観るのを止めた」っていうのはそんな

にないかな？って。

中山：

　止めたらあかん、レポートあるから。

伊藤：

　強制が働いているんだけれど、実際、教育効果は確

かだったのかもね。

やっぱり、作品全体に緊張感が維持されていたから「つ

まらんものではなさそうだな」ってね。

中山：

　それはありますね。

伊藤：

　自分にはよくわからんけど・・・

中山：

　何かありそうだ、みたいなね。

ごまのはえ：

時間ごとに興味が持続するような装置っていうのは可

能なんですよ。内容に関わらず、演出的なやり方とし

て。

伊藤：

　テクニックとして？

ごまのはえ：

　「始まって何分後にこんなことがあって、何分後に

こんなこと、最後の何分前にこんなことして、最後は

こう」ってね。音楽の演奏と同じですね。そういった

意味では、色々と仕掛けたんですよ。

中山：

　喩君はそれ、すっごい気に入っていましたよね。「す

ごくアイデアの多い人だ！引き出しが多い！観たこと

がない！」って喜んでましたよ。中国人が日本の芝居

を観る場合って、台詞劇を観たってわからないんです

よ、聞いたってわからないからね。だから、演出の面

白さとか、新鮮さっていうのを１番求めていて、その

点、喩君にはものすごくプラスになった作品ですよね。

ごまのはえ：

　原作を上演台本に書き換えるにあたって、明らかに
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曖昧な、上手く表現するとエロスというか、何かよく

わからんものになってしまった気がしますね。

中山：

　ごまさんの本になりましたよね。とても中国のもの

とは思えない。

伊藤：

　企画としては、どう演出したって構わないってして

たからね、喩君のをそのまま日本でしたってね・・・。

ただ、どういう方向に変わっていくのかっていうのは

中山さんも心配してたけどね。

　喩君のこの作品のバリエーションって中国でもたく

さんあるけど、ここまで自分（原作者）から距離が離

れてしまったものって、多分ないだろうね。中国の学

生でも、ここまではよう変えんでしょ。日本の実力っ

ていうか、ここまでやれますよ、みたいなね。

中山：

　今回に関しては「日本人がやってくれて良かった」

と、喩君も思ってるでしょうね。

　自分が書いたものが海外で上演されるのって、前の

『カプチーノの味』みたいに全く同じようにしてもら

えるのも嬉しいだろうけど、ここまで変容し得るって

いうのは「種撒いてきたら、勝手に育っちゃいました」

みたいな嬉しさがあるんじゃないかな？

ごまのはえ：

　何か、引き摺られるものがあるんですよね。台本を

読んでるうちに、状況というか設定が書かれていても、

そこに至るまでの経緯みたいなものはこちらで想像す

るしかないじゃないですか。こういう人物とこういう

人物がこんな会話してるっていう結果だけがあって、

でもそこからまた色々生まれてくるんですよね。

　今回の場合、原作から生まれていったというよりも、

原作を理解するために根っこに潜っていったような感

じですね。状況なり、設定なりを想像した、自由に書

き換えていった、というわけでもなく、気になること

を膨らませていった、という感じです。

伊藤：

　その分、ずっとユニークだし、真摯な感じがします

ね。観客にたいして、こう書いたら日本人にもわかる

でしょ、みたいな上から目線でなく、中身を少し薄め

ました・味付け少し変えてみました、っていうのでも

なくね。

　ごまさんのおっしゃるように、もっと深いところか

ら「狂気」について考えるとこんな感じですよ、ってね。

ごまのはえ：

　やっぱり、あのピストルのシーンですよね。あのシ

ーンを「ピストルによる対話のレッスン」と捉え直す

っていうのはよっぽどデリケートなんじゃないかな、

って。あのシーンの持ってるコメディ性というのを、

そう理解するっていうのはちょっと、デリケート過ぎ

るかな、ってね。

　あのシーンは、秋葉原（の事件）で「誰でも良かっ

たんだ」的なことがあった以上、それを笑いでどうこ

う、コメディとしてどうこうするっていうのに抵抗が

あったんですよね。当然、描いているのは加害者の方、

加害者の犯罪に至った事情ですから、僕ら創り手側も

加害者の方になりますよね。そうなった時「ペットボ

トルを向けるくらいで良いんじゃないか？」みたいな

話になったんです。

　以前、京都で観た若い子たちのお芝居で、自分探し

に苦しんだ末に通り魔になった男（役）が客席をナイ

フ片手に歩き回って、その際にプロジェクタで秋葉原

の事件のニュースを流すっていうのがあったんです。

それは正直「よう、やるわ」と思いました。「僕たち、

若いんです！」って言ってるだけのような気がしまし

たね。そんなこともあって、あのピストルのシーンが

１番大変でした。

伊藤：

　共産主義って近代主義だから必ず解決できるってい

う前提でしょ？人の力によって、不条理は必ず解決で

きるっていうのを前提だから、喩君もそれを信じてる

部分があるんだろうね。

中山：

　喩君がね「今、上海では僕の芝居が上演されなくな

ってきた」って言うんですよ。ひと昔前まで、彼の芝

居はホワイトカラー演劇と呼ばれて、レベルの高い・

知識レベルの高い都会人たちの憂鬱みたいなものを描

いたりして、すごい人気があったんだけれども、今の

上海ではホラー・サスペンスなんですよ、人気がある
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のはね。それぞれ狂気みたいなのが絡んでて、ここで

狂気というものが一般市民に広がって、宣伝されてい

くのかなって思いますね。ナイーブなものになってい

くのかな？とかね。今、描かれている狂気とかはまだ

まだなものなんだけれど、もっと日常の心の襞を抉っ

たようなところまでいこうとしてるのかもしれない。

伊藤：

　日本人が「狂気」を捉えるようになったのって近代

からで、まだまだ描ききれていないゾーンなんですよ。

できから、近代からこぼれた何か、裏側であったり水

面下であったり、そういった部分に狂気と名を付けて

描いてきた歴史があるんですよね。でも、中国ではそ

こまでいっていないのか？それとも、そんなことを必

要としていないのかもしれないね。

中山：

　まだまだバブルですけど、いつかはきっと弾けるじ

ゃないですか？弾けた後に何か、新しいものが・・・

伊藤：

　もう１回頑張ろう！じゃない？

ごまのはえ：

　僕はやっぱり、犯罪者には何かあると思ってしまい

ますね。

伊藤：

　日本人ってそういうところがあるじゃないですか。

犯罪者っていうのはまず、更生されるもの、矛盾は解

決されるものってね。まぁ、建前かもしれないけど。

そういう点からすれば、やっぱり喩君の原作は微妙に

逸脱してるのかも、上演禁止までとはいかなくても。

中山：

　宣伝

伊藤：

　宣伝するなっていうのは、そういう危険性とかをお

役所の方が感じ取ってるのかな、反対に観客の方が喜

ぶって、生理的な力関係があるのかもしれないね。

ごまのはえ：

その規制という意味では・・・。例えば、ワイドショ

ーでニュースを流しても、トヨタのリコールの問題は

（その番組の）スポンサーにトヨタがはいっていたら

当然、一切触れないですよね。そう考えると、規制を

あんまり感じないだけで、報道に関してはものすごい

規制があるでしょ。そのスポンサーが入ってたら、当

然ね。

　それほどわかり易く抑圧という形をとっていない。

原作の方では結構、抑圧をしっかりとからかってます

よね。そうしようとすると、僕の場合は個性を求めら

れることに対して、強いて言えば反発心があるんです

ね。別に「これと言って個性はありません」とか「私

の個性はこれです」とか言うつもりはないけど、その

質問をしないでくれ、とか思うんですよね。

伊藤：

　ごまさん個人としては、この作品を通過したことで

何か変化がありそうですかね？

ごまのはえ：

　いやぁ、結構、大胆なことをしましたから、度胸が

付いたんじゃないかな？と。やはり、最後まで「良い

お芝居だったか・悪いお芝居だったか」のギリギリの

ラインっていう緊迫感があるんだということは身に沁

みましたね。

　何かを探しているような印象っていうのが、常にど

のシーンでもあって、何か怯えてるような印象とか。

それは本当に役者さんたちの身体の様子とかから立ち

昇ってきてるんだろうし、そういうのは全然計算とか

してなかったんですけどね。

中山：

　海外の作品の演出をするっていうのは２回目です

か？

ごまのはえ：

　そうですね。１回目はリーディング公演なんですけ

ど、アイホールの企画でスコットランドの方の戯曲を

やりました。

伊藤：

　『３人姉妹』
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ごまのはえ：

　あぁ、そうです３回目でしたね。

伊藤：

　『３人姉妹』も結構、壊してましたよね。

ごまのはえ：

　そうですね。うん。

伊藤：

　何か壊れない強さを相手が持ってるね。

ごまのはえ：

　そうですね、全然壊れないですねあれは。

そのスコットランドの方は、現代だったんですよ。今、

35・6 歳の女の人が書いた作品で、アバターの話で、

インターネット上で恋愛をする人の話だったんです。

それはすごく繊細な戯曲で、僕が演出して、さらに繊

細になったみたいでしたね。

伊藤：

　あの企画自体は２年か３年続いたんですよね、アイ

ホールの。

ごまのはえ：

　そうですね

伊藤：

　全体に今回の企画そのものも、国際交流に関して関

西は・・・京都はちょっと事情が違うかもしれないけ

ど、大阪・神戸は割と内弁慶的なところがあって、あ

まり海外と付き合いしないところもあるから、作品的

にもそうだし。

　外国の本を正しく翻訳して、こんなふうにぶつかっ

てくださいね、みたいな誘いがあっても乗らないって

いうのは、東京とは違って少し社会的にというか、何

かそうなのかなって。

ごまのはえ：

　京都も、全然ないですよ。ほんと、少ないですよ。

伊藤：

　２、３年に１度くらいはこういう企画で新しい風が

吹けばね。

（伊藤　一時退出）

中山：

　以前ね、ピストルの場面と、もう１つ重要なのは「金」

だ、と言ってはったんですね。「武器を向けられた時

に人間は相手と向き合わなければならない、それを考

えると金とピストルとは何て強いものだ」と言っては

ったんです。

ごまのはえ：

　そうですね、確かにそれは思ってましたね。お金を

出して喋ってもらうか、お金を払って関係を結ぶか、

ピストルを突き付けて関係を結ぶか・・・。まぁ、そ

れだけじゃないはずなんですけどね、それだけは何か

目立ちますよね。

中山：

　最初にカウンセラーの仕事が流行り出して、結局は

あれって「お金を出して話を聞いてくれる人」じゃな

いですか。昔だったら、親友とか賢い先輩とかが話を

聞いてくれたのが、お金を払わないと聞いてもらえな

い、みたいな時代になったのね、って。そういうのっ

て切実にあると思うんですよ、お金を払わないと話を

聞いてもらえない、関係を結べなくなった中国人って

いうのが。

ごまのはえ：

　全部が商品の形に見えてきますよね、物としての商

品ではなく、価値としての商品の形に。あまり、お金

に対しての否定的なイメージもなくなっていくんじゃ

ないですかね。お金っていうのが、社会参加するため

のパスというか証明書というか、そんなものになって

いくんじゃないですかね。何か欲しいものを手に入れ

るためのお金だったのか、何かに参加するためのお金

っていうものに変わっていくんじゃないかなっていう

気はしますよね。

中山：

　日本人って、お金の話をするのに少し抵抗があるじ

ゃないですか。でも中国人にはそういったのがなくて、

ちょっと親しくなるとすぐに年収を聞くんですよ。そ
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れが昔は嫌でね。でも喩君っていうのはそういうこと

を全くしない人なんですよ。お金に関してはものすご

く淡々としてる人やなぁっていう印象が強かったです

ね。それが、今回奥さんを連れて来てたでしょ。何で

彼女と結婚したか？という話になった時に、まず第１

に頭が良い　第２に性格が良い　第３に自分より稼ぎ

が良い　だったんですよ。喩君の中にもやはり、そう

いった中国人らしいところが確かに根付いているんで

すよね。

　門脇さんの立場から、この作品はどうでしたか？

門脇：

　そうですね、僕はちょっと公演の関係上最初から最

後まで（企画の立ち上げの）ずっと参加できていたっ

ていうわけではないんです。

　演じる人間が思っていた以上に良かった、という印

象が大きいですね。

　演出の手法としては、よく使われるようなものもあ

り、目新しいものもありっていう感じでしたよね。た

だ、創り手側がどんなに自信を持っていても、観る側

にどう写るのか？というのはわからないんですよね。

　製作として思うことなんですけど、アフタートーク

とか聞いてくださった方っていうのは、納得したり、

想いが深まったり、やっぱりよくわからなかったり、

と様々で、今日の反省会でも色々な話が出たりで、こ

ういったことって効果的というか意味深いものだと感

じたんですね。そういう機会を、とくにアフタートー

クの機会を持てた人間と持てなかった人間とをどう、

できるのか？っていうのは製作の分野なので、考えさ

せられましたね。皆さんの感想を読んで、パンフレッ

ト１つのことに関しても、どうすべきだったのかなぁ

とか。どこからどこまでを載せるのか、とか。

中山：

　今回ＫＡＶＣで２回、公演したでしょ。アフタート

ークした時にうちの下の娘が、なかった時に上の娘が

観に来てたんですよ。「何で私の時なかってんやろ～」

って、嘆いてましたね、上の娘が。

　今回のように、ストーリーをただ追いました、テー

マはこれです、と明確でない、特に海外のものは背景

も違うし、そういうのはアフタートークの値打ちって

いうのがすごいありますよね。

ごまのはえ：

　パンフレットよりはアフタートークという気がしま

すよね。そういった場を通して、創った人間、という

か責任者の顔を見せるっていうのも大事なのかもしれ

ないですよね。

中山：

　あの時のアフタートークって、お客さん、ほとんど

帰りませんでしたもんね。

門脇：

　色んな意味で、考え方が変わりましたよね。

中山：

　皆ね、すごくわかりたがっているんですよ。90 分

のお芝居で、何かよくわからなかったけども、どこど

このシーンが綺麗だった、ジーンときた、とかいうの

を言える子は良いんだけれども、90 分を通してテー

マだけを追い続けた子は結局、わからないんですよ。

そのことが、自分を傷付けるんですね、ぼくは理解で

きなかった人間だ・・・と。何か、きっかけが欲しい

んですよ。わからなくても、何かを感じるためのね。

門脇：

　観るコツ、というのではないけど「こういう気持ち

で観てて良いんですよ」というのがポンっとあると・・・

中山：

　そうなんです、そうなんですよ。

門脇：

　初めて観て、わかんないとストレスですもんね。

ファーストコンタクトの人が多い企画ほど、（アフタ

ートークが）必要なんでしょうね。

中山：

　今回のように大学が間に入っていると、どうしても

学生や大学関係者などが中心で、演劇関係者以外の人

が増えますもんね、もう少し気を使った方が良かった

のかな？というのはありますね。今後の反省点ですね。

寺坂：

　あの時の質問で男の人が「僕にはわからなかったん
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ですが、ごまさん的にはどうなんですか？」って聞い

た時に「わからなかったら、これは失敗です。」って

言い切っちゃったのが、すごい衝撃で・・・。

ごまのはえ：

　それはー

門脇：

　それはー、ありますよ・・・。

ごまのはえ：

　わかって欲しいですけどね。こればっかりはね。も

っとわかり易くするためのやり方があったのはわかっ

てはいるんですけど、その手法を用いると、役者の醸

し出す緊張感とかが持続されないような気がしたんで

すよね。

寺坂：

　わかり易いだけが良いというわけでもない・・・っ

ていう部分もあり。

ごまのはえ：

　音楽と比べてしまうところがあって、音楽って聞い

てても意味わからないじゃないですか？でも、ずっと

聴いていられるものなんですよね。ダンスとかでもそ

うですよね。こっち（芝居）は喋りが入っちゃうんでね。

中山：

　「わからなきゃ」って思うんでしょうね。言葉で言

われた限りは理解しないと・・・ってね。

ごまのはえ：

　演劇を観慣れている子ら、特に芸大の子らは最初か

ら「わからない」作品とかを観てきていますから、そ

ういった子らの理解とかはそんなに信用できないんで

すよ。「絶対、わからんやろ」みたいな芝居を観て「わ

かった」と言ってるのが、逆に信用できなかったりと

かね。もっと、言葉で尽くせよって。まぁ、そういっ

た子らがものを創ると、わからなくても良いと思って

創るから、それはそれで腹が立つんですよね。「わか

らなくても良い」だなんて、すぐには絶対言えないで

すよ。

寺坂：

　わかんないものを観ると、ずっと自分の中に残りま

すよね。日々を過ごしていても、ふと思い出す瞬間と

かがあって、そういうのがまた良いんじゃないですか。

ごまのはえ：

　何か、見事にわからなかったはずなのに自分の中に

残るっていうのが良いんですよ、きっと。

　色んな人の意見に耐え得るということが公演ですか

らね。そういう意味ではどこまで耐え得るんでしょう

ね、この作品は。

中山：

　ごまさんは今までやってきて、毎公演毎に褒めてく

れる人も、貶す人も出てくるわけじゃないですか？そ

れを受けて、めげてしまって「もう創れない」と思っ

たことはないんですか？

ごまのはえ：

　それはないですね。

中山：

　次から次へ湧いてくる？

ごまのはえ：

　いえ、湧いてはこないですけどね、探しには行きま

すね。楽しみなんですよ、１つの公演が終わった後に

また、次の台本を書くってことが。貶されたとしても

ね。まぁ、そんなに露骨に貶してくる人なんていない

んですけど。アドバイス的なものを受けることはあり

ますね。

中山：

　それは関西でやってるからですか？東京でやって

も、そういうものなんですか？全国的に評判が良いと

か？

ごまのはえ：

　いや、いや、いや、違いますよ。

門脇：

　でも、東京の人なんかはやっぱり、貶し合うって話

はよく聞きますよ、東京の若い演劇関係者とか、ぼく
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よりも若い世代の人とか。東京って人も多いですしね。

相手を貶すことでお互いを認め、リスペクトすること

ができる、みたいなところも感じますよね。

　でも、関西ではいきなりそこまでなってしまうと、

ちょっとね・・・。そう思ってたりすることはあって

も、実際には口に出せなかったりしますもんね。

ごまのはえ：

　何か、めちゃくちゃな感想とかはなかったんです

か？

中山：

　「何かこれ、見せたら気の毒だから削りました」と

いうのはないですよ。

　やっぱり、わからなかったら自分が悪い、能力が足

りていないって思ってるんですよね。辛いんですよ。

わかったような、わからなかったような中途半端なま

まで、モヤモヤしててて。きっと、答えが欲しいんで

すよね。

ごまのはえ：

　そうかもしれませんね。

中山：

　喩君に、上演の次の日に大学で講演をしてもらった

んですよ。そこで上海の演劇とか、国の中で置かれた

立場とか、そういった話をしてもらったんです。中国

では「俳優１級、演出２級、どうにもならないのが台

本書き」って言ってたんです。本当にそうなんですよ

ね。特に今、経済自由化が進んでからテレビで・・・

各省にテレビ局があるでしょ、そこでドラマを作るじ

ゃないですか？俳優っていうのはいくらでも売れ口が

あるんですよ。演出家にも仕事はある。でも、台本書

きはテレビの仕事しか、しなくなってきてるんです。

給料が全然違うからね。そうなると、舞台の台本を書

く人がいなくなってしまうんですよ。今では、台本書

きの専門家で、戯曲作家で残っているのがほとんど、

50 歳以上の人ばかりなんですよ。そうすると、若い

人が喜ぶような作品や価値観を描くことはできない、

面白くない、そんな感じなんです。中国に『台本』と

いう雑誌があって、そこが真剣にこういった現状を心

配し、全国から台本を募集したり、劇作家を集めての

交流会とか検討会を開いたりするんですけど、使える

ような台本が生まれてこないんですよ。そんな中、小

説家とかテレビの台本書きので、充分な成功を収め、

名の知れた人が「面白そうだから」と言って舞台に戻

ってくる、という傾向が出てきてるんですよ。そうい

うのに期待してるんでしょうね。

ごまのはえ：

　日本でもそんなに何度も再演されている作品ってな

いですよ。

　永井愛さんとか、井上ひさしさんとか、そのくらい

じゃないですか？作・演出家として、作家と演出家を

一緒にしてるからかなり範囲が狭くなっていますけど

ね。劇作家個人として商売をしているのはなかなかい

ないですね。

中山：

　日本の舞台の劇作家って、テレビドラマを書く人と

一緒なことが多々ありますよね。ごまさんは、テレビ

ドラマを書いたことは？

ごまのはえ：

　ないですね。

中山：

　そんな話は来ないんですか？

ごまのはえ：

　全然ないですよ。

中山：

　来てる人も？

ごまのはえ：

　それはいますよ。ただ、そのためにはまず、事務所

に入る必要がありますね。構成作家としての教育を専

門学校・・・確かＮＳＣとか？教育を受けて、そこを

出てから伝手でどうこうするっていうのが普通みたい

ですね。

　まぁ、僕の周りでも劇団の主催をしながら劇作家・

構成作家として東京の事務所と契約してるのもいてま

すよ。

中山：
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　これからの、ごまさんの夢、というか展望というか、

そういうのは？ごまさん、及びニットキャップシアタ

ーとして。

ごまのはえ：

　どうしましょうかねぇ・・・。今のところ、同じシ

チュエーション「待っている」というシチュエーショ

ンで２作書いてるんですよ。その作品がどういうこと

を俳優さんたちに求めるか？みたいな感じですね。も

う１作も書いてみたりね。

　それがここ２、３年の僕らの形を決めて行くんじゃ

ないかな？とは思ってます。

中山：

　今、１つの作品での動員っていうのはどれくらいな

んですか？

門脇：

　関西だと、だいたい京都か大阪かのどちらかでやる

んですけど、まぁ 600 くらいですかね。600 から多

くて 800 くらい？

中山：

　大阪にもたくさんの小劇団（場）ってあるじゃない

ですか？彼らの動員はどれくらいなんですか？

　600 から 800 って、関西でも相当なものでは？

ごまのはえ：

　いや、そんなことはないですよ。

中山：

　福岡に行ってますよね？

門脇：

　福岡では 300・・・週末とかで 300 から 350 くら

いですね。

中山：

　次は名古屋？

門脇：

　名古屋でもやりましたよ。名古屋でもやっぱり、

300 前後ですね。

中山：

　東京に進出の予定は？

ごまのはえ：

　いや、それはないでしょうね。やっぱり、作品が創

れる環境でないとね。それにはやっぱり、京都がね。

中山：

　地域に根差してるんですね。

ごまのはえ：

　もともと、作品至上主義みたいなところがあってね。

門脇：

　ありますよね。作風も公演の度に違うって言われて

てね。そんなところから、新しいものが生み出せたら

良いですよね。関西で 800 人、東京でもそれくらい

が観てくれれば嬉しいですね。

（伊藤　参加）

中山：

　今回みたいな作品の場合、アフタートークって有効

ですよね。

門脇：

　舞台の中身以外の情報を、どうやって出していくか

というとパンフレットとかアフタートークとか、そう

いったものを活用すればするほど良いんじゃないか

な？アフタートークは特に良かったですよね。

伊藤：

　個人的にはあまりアフタートークって好きじゃない

んですよ。本当はさっさと帰りたい派なんです。でも、

ついつい残っちゃうよね。

門脇：

　特にわからない、初めてこういうものに触れるって

人の多い中では・・・

伊藤：

　今回はね。特に作者も来ていたからね。
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門脇：

　解釈を押し付けるっていうわけではなく、こんな背

景もあるんですよ、みたいなことがあれば、わかり易

くなって、自分の中で糸口ができてくるのかな？

　アフタートーク自体も、喩さんが参加して、全体的

にしっかりしてましたもんね。

伊藤：

　喩君も喜んでたね。

門脇：

　それも大きいですよね。

伊藤：

　作者が満足してることがね。

中山：

　今回のように「わかりたい」観客のパーセントが高

い場合は、２回ともアフタートークをしてあげた方が

良かったよね。義務感だけで足を運んだっていうわけ

でもなく、芝居慣れしていなくってよくわからなかっ

たけど、面白かったと言えるタイプの人たちのために

は、もうちょっと情報とかがあっても良かったでしょ

うね。

伊藤：

　ニットキャップさんの持ってるお客さんは、どれく

らい来てたんですか？

門脇：

　どうでしょうね、なかなか京都からはね。大阪から

のも足して、だいたい 100 から 120 くらいだったと

思います。

伊藤：

　大学とこういったジョイントっていうか共同企画み

たいなものをして、やり易かったことっていうのは何

もなかったとは思うんだけれど、今後、同じような企

画があったとして「ここだけはこうしてもらいたい」

ということがあれば聞かせてもらえますか？

ごまのはえ：

　そうですねぇ・・・。

伊藤：

　まぁ、ここまで通って来ることも大変でしたでしょ

うね。

ごまのはえ：

　僕の方は別に、これといってなかったですけどね。

門脇：

　特には・・・。こういうものなんだろうな、とは思

ってましたからね。良かったこととしては、最初に思

ってたよりもお客さんがたくさん来てくれたことです

かね。

中山：

　良い感じでしたよね。

伊藤：

　ああいった大きい空間でやること自体は？

ごまのはえ：

　そうですね。初めてでしたね、僕は。あれだけの大

きいステージでの公演は。

門脇：

　お客さんは最初、ホールに入った時、少し戸惑って

ましたよね。「これは何だろ？」とか思ってたんでし

ょうね、座席の配置とかから。

伊藤：

　ステージに上がってどうこうするっていうことが、

お客さんにとって、普通はあまりないことですもんね。

ごまのはえ：

　ちらっと、照明さんが言ってたのが「コード類が少

ない」ということですかね。

伊藤：

　ないんですよね。音響関係で、ちょっとあったくら

いかな？

　常時、そんなに使う劇場じゃないのでね。もう、

20 年経ちますから、老朽化もありますしね。でも、

手頃な大きさの良いホールですよ、音も良いしね。
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中山：

　あそこで、ああいったイベントを何回もやっていな

がら、芝居とかに興味のない子らは、あのホールがあ

ること自体を知らずに４年間を過ごして卒業していく

んですよ。今回の『天国の隣』を通して、授業中にあ

のホールに行ったことのある子に手を上げさせたらほ

とんどいなかったんですよね。入学式のオリエンテー

ションで聞いただけで・・・。

伊藤：

　本当に、物事に対する好奇心というものが薄れてい

ってる感じですよね。

中山：

　映画とかに比べると、演劇っていうのは敷居が高い

んですよね。映画館に行くのと、劇場に行くのとでは、

支払うお金の額も違ってきますしね。最初は、色んな

意味での道案内をしてくれる誰かが必要なんでしょう

ね。

伊藤：

　当日券がね・・・。映画なら急に思いついても当日

券を普通に買うことができるし、同じ作品があちこち

でやってるから、自分が行き易い場所で観れるもんね。

そういう意味では、演劇ってスケジュールが拘束され

ますよね。

ごまのはえ：

　そうですよね。

中山：

　それではそろそろ終わりましょうか？

長い時間、どうもご苦労様でした。ありがとうござい

ました。
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第２４回研究講演会

「ヨーロッパのジャズを聴く秋」

講　師：宮下博行（作曲家・演奏家）

時　間：2009 年 11 月 14 日（土）午後 3 時半～５時

場　所：神戸学院大学メモリアルホール

　現代のアメリカでは、50 ～ 60 年代に確立されたモダンジャズの延長線上にあるストレート・アヘッドなジ

ャズは、ロック、ソウル、ファンク、ヒップホップといった多様な音楽文化の中に埋没しているが、オランダ

やスウェーデンなどヨーロッパ各地においては、ストレート・アヘッドなジャズが継承され、独自の発達を遂

げている。

　今回の研究講演会では、そういったヨーロッパで今演奏されているジャズについて、主に音楽的な特徴につ

いて宮下博行氏と氏が率いるトリオの方々に解説・演奏を行っていただいた。

　ピアニストであり作曲家でもある宮下博行氏は、新主流派の方向のジャズを作曲され、演奏しておられる。

また、氏は現代のヨーロピアン・ジャズシーンにも造詣が深い。

　ジャズは異なった音楽文化をエネルギーとして進歩してきた。またそれは目新しい音楽として異文化にも受

け入れられ、スパイラル状に発展している。音楽的に見れば、どういうところでそういう現象が見られるのか

ということについて実演を交えての解説はひじょうに興味深いものがあった。また、それを理解した上で聴く

ジャズは味わい深いものがあった。

　本学には 700 名収容の照明・音響など設備が整ったホールがある。今回はこのホールの舞台上にパイプ椅子

百脚を並べ、演者と参加者が同じステージで至近距離で向き合う構成とした。これはライブであることの良さ

（迫力・緊張感・親近感など）を体感してもらうことを狙いとしたが、参加者のアンケートによればおおむね好

評であった。

　一昨年より続けている音楽演奏の実演を交えた研究講演会であるが、地域にも定着し、今回は約 100 名が来

場し満員となった。

　文化は多様であることことのほうが望ましい。しかし現実には、流行歌のようにビジネスとして成立する音

楽が幅を効かせる世の中で、商業ベースに乗らない芸術音楽は隠れがちであり、文化の多様化をそぐ傾向にある。
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そういった商業ベースに乗らないが良質なクオリティ

ーを持つ芸術文化を、地域に向けて伝えていくのは大

学としてのひとつの使命であると考える。

　地域住民を対象に、内容を吟味して積極的に広報活

動を行うことで多くの地域住民が来場し、高い評価を

いただいたことにより、大学による地域のための実践

的文化活動のひとつのかたちが形成できたものと思わ

れる。

地域と学ぶ「舞台制作講座」

対　　象：　大学生・一般市民

日　　時：　毎月第 3 土曜日（年 8 回）午前 10 時～午後 4 時

　　　　　　（5/16，6/20，7/18，919，10/17，11/21，12/19，1/16）

会　　場：　神戸学院大学　11 号館 8 階Ｆ教室（118F）

　　　　　　（神戸市西区伊川谷町有瀬 518）

参加人数：　19 名＋保護者 3 名

　　　　

実施内容：　大学生と一般市民を対象に，子供会や家庭など，手軽に身近な場所で舞台を制作するための講習

　　　　　　とし，家庭用の照明器具や音響機器なども用い，集会所やリビング・和室でも公演ができる舞台

　　　　　　を実際に制作し，舞台制作に必要な，音響・照明・舞台等の技術ノウハウの基礎学習を行いまし

　　　　　　た。独りステージ『天マデトドケ』を学習素材にし，一つのシナリオが舞台作品になるまでの過

　　　　　　程を実際に体験し，舞台制作に必要な環境，制作の内容や役割，そして実施の仕組み等を明確に

　　　　　　理解し，制作現場と同じ体験の中でコミュニケーションの大切さなど，制作の基礎知識や技術習

　　　　　　得を目指しました。　

成　　果：　♦平成 21 年度明石市・神戸学院大学連携公開講座として平成 22 年 3/13，3/21，3/22 に明石

　　　　　　　市生涯学習センターで「やさしい舞台制作入門講座」として実施。

　　　　　　♦舞台制作講座の「ドキュメンタリー映画」制作（平成 22 年 6 月完成予定）

子どもから大人までの参加で

一つのシナリオが舞台作品になるまでの

過程を実際に体験し，

舞台制作に必要な音響，照明，舞台の学習
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　　　　　　　地域と学ぶ「舞台制作講座」に参加した小学生を中心にしています。

今後の研究課題

　　　　　　♦参加者の出演を含めた舞台制作研究をします。

　　　　　　♦国際交流を目指して（海外との交流作品化へ向けての舞台制作研究）

学習項目

　必要用語の説明

　作品説明，シナリオの配布

　音響機材（ブロック図）説明

　　デジタルミキサー

　　マイクロホン，スピーカー，MD，CD

　楽器の説明

　　バイオリン，エレキバイオリン，シンセ，音源

　照明機材（プラン図）説明

　　照明卓，各ライトの使用について，客電

　舞台（ステージ図）説明

　　凧，DVD（ビデオ），居酒屋セット，オルゴール，鯛車，弓

　仕込み

　各スタッフの内容説明（役割分担）

　　音響

　　照明

　　舞台

　場当たり

　通し稽古

教材作品について

　「命の大切さ，親子の絆」人間として大事にしなくてはならないものを伝える教材作品『天マデトドケ』は，

宮澤賢治生誕 100 年祭記念事業に生誕地岩手県から招聘された作品です。生誕地だけでなく，各地の公演で絶

賛されている独りステージ『天マデトドケ』を教材として使用します。

　今は亡き幼子が「宮澤賢治の詩〈雨ニモマケズ〉を歌にしてちょうだい」といった最後の願いを，その父親

が叶えるまでの過程を描いた音楽物語です。

作品のあらすじ

一つの歌が誕生するまでのショート・ストーリー。

　妻に先立たれた花巻和彦は，二人の息子をかかえたフリー・ミュージックのバイオリン演奏家。音楽のこと

しか頭に無いらしく，私生活は大変だらしない。しかし子どもたちには優しいので兄弟は父親が大好きで尊敬

もしていた。

　その日，兄弟は，地方公演から戻って来るはずの父親を待っていたがなかなか帰って来ない。外は雨。一刻

も早く父親の顔を見たかった弟の賢治は傘を持って迎えに出る。賢治を襲った不慮の事故は駅までのわずかの

道のりで起こった。大きな傘を小脇に抱え，小さな傘をさして横断歩道を渡る賢治を，大きな白い乗用車が空

高く跳ね飛ばして去っていったのである。

　病院のベッドを毎日訪れる父親。連絡もせず予定の新幹線を二本も送らせて仲間とダベッていた花巻は自責
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の念にかられ仕事も手につかないのが実情だった。そんな父を，逆に賢治が励まし勇気づけるのだった。賢治

と同じ名前の宮澤賢治の詩「雨ニモマケズ」を暗誦して聞かせ，これに曲を付けてほしいというのだ。

　約束はしたものの，今の花巻にはなかなか音が浮かばない。いたずらに時間ばかりが流れる。やがて静かに

賢治の鼓動は止まった。

　賢治の死後，花巻はますます堕落し，酒におぼれるが，その夢まぼろしの混沌とした意識の中で賢治の幻影

を見，次第に幼子の父親に対する励ましの叫びに目覚め始める。

　何事にもだらしなく，なすべきことを常に先延ばしにして生きてきた花巻は，居酒屋の女将の勧めもあって，

四十九日の満中陰までに曲を完成し，必ず賢治の魂に聞かせるのだと決心する。

　ついにその日，賢治がこよなく愛した近くの浜辺で息子とテレポートする父親，花巻の姿があった。短い命

を終え，自分をもう一度，音楽の世界へ立ち戻らせてくれた幼子，賢治に対する感謝の精一杯の演奏であった。

登場人物

　花巻　和彦（父）主人公

　花巻　賢治（弟）

　花巻　修一（兄）

　院長

　看護婦

　女将　

　警察官

　若者
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文化人類学分野

はじめに

本プロジェクトの最終年度である 2009 年度も、文化人類学分野では引き続き地域連携を軸として、①地域

活性化への貢献、②研究への貢献、③大学教育への貢献、という３つの貢献を目標として活動を行った。また、

これまでは地域への知識の還元として講演会やワークショップを行ってきたが、2009 年度はその一環として、

一般市民を対象とした全 5 回の公開講座を行った。

文化人類学の研究活動は参与観察法を用いて行われてきた。本分野においても当然参与観察を用いて活動を

行い、そこから地域との連携をはかってきた。本年度も、そのようにして構築されてきた地域社会との連携を

維持するために、どのような実践活動を行うことができるかに問題意識をおき、活動を行った。

以下は具体的な項目である。

ⅰ地域産業調査

ⅱ地域と連携可能なデータベース構築

ⅲ祭礼調査

ⅳ公開講座

1．地域産業調査

2009 年度における地域産業調査は、引き続き、明石市内にある茨木酒造を対象に行った。2008 年度に比較

すると、酒造行程などに微妙な違い（酒造場の物理的配置の組み替えや発酵に用いられる酵母を変えるなどと

いった作り方の変更など）が見られた。

そこに作り手である当事者の酒造に対する試行錯誤を知ることができる。当然のことながら、作り手は「よ

い酒」を作ることを意識している。では、「よい酒」というのはどのようなものなのであろうか。この曖昧な問

いかけに対して、当事者からある一定の意見を聞くことができる。また、インタヴューだけでなく、参与観察

するなかでの日常の語りなどからも理解できる。仮に心理学的な用語を使うならば、こうした動機がこのよう

な変化をもたらしている、もしくは関係があるということができるだろう。

しかしながら、「動機」という、ある意味、個人の内側だけに当事者の所為の原因をもとめることは果たし

て適切だろうか。主観的な側面から当事者を中心とする世界を構成する言い方は果たして適切なのであろうか。

あるいは、原因というもの自体を想定して考察を進めること自体に問題はないだろうか。

これらの課題については、今後、さらなる考察をしていかなければならないが、少なくとも当事者は何らか

の社会的なネットワークの網目のなかに位置し、そのなかで酒造りを行っているという事実が関係していると

言うことはできるかもしれない。

つまり、当事者個人が目標に向かっているわけではなく、当事者が関わる社会的なネットワークが目標に向

かっているのである。ただし、ここで気をつけておかねばらないことは、直線上に単一の「目標」に向かって
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いるというイメージではなく、どちらかといえば、状況的に応じた「目標」に向かっているといったほうが適

切である。そうしたネットワークは固定した実体的なものではなく、その境界をたえず変えており、確固とし

たものではないが、当事者が何らかの所為を行うことに多かれ少なかれ関係している。要するに、技術的な次

元と社会的な次元は密接に関係しているといえるのである。

このような関心から 2009 年度は酒造行程そのものに対する調査よりは、①調査対象から広がる社会的なネ

ットワーク、②社会的なネットワークを構成する手段としてのメディアに焦点をあてた。

1 － 1．調査対象から広がる社会的なネットワーク

まず、社会的なネットワークが形成される契機となるものには、いくつかある。まず、一般の人向けの「元

旦仕込みの会」である。これは田植えから稲刈り、そして仕込みまでを酒蔵内で行うイベントである。また、「酒

蔵寄席」などの酒蔵が主催するイベントや、酒蔵を地域の人たちに解放して利用してもらう試みである酒蔵ギ

ャラリーなど、酒造りなどに直接的な関係がないものがある。これらは酒蔵が主体となった公式的なイベント

である。これらのイベントを契機として、酒造の当事者は、一般の人たちとの関係を形成している。

その一方で、県内には、明石酒造組合、淡路酒造組合、加古川酒造組合、社酒造組合、灘五郷酒造組合、姫

路酒造組合、北兵庫酒造組合、丹波・篠山酒造組合、伊丹酒造組合など 9 つの酒造組合があり、兵庫県酒造組

合連合会を形成しているが、茨木酒造は、これらのうち明石酒造組合のなかにあり、組合内での酒蔵同士との

関係を形成している。また、組合内の酒蔵だけでなく、他の兵庫県内の酒蔵との関係も、たとえば、酒造技術

研究会などを通じて関係を形成している。

このように、ネットワークは多様体を形成しており、酒造同業者、酒販店、一般の人たち（多くの場合、顧客）

とさまざまである。例えば、酒蔵内でどのくらいの人たちが一日の間に出入りするかを知るだけでもそれは理

解することができる。

1 － 2．社会的なネットワークを形成する手段としてのメディア

①のような社会的なネットワークを直接的に形成する契機となるのは、酒蔵主催のイベントや、組合や研究

会の寄り合いなどであるが、もう一つ特徴となるのは、コンピュータなどのデジタルメディアやインターネッ

トを利用した情報発信である。これらは、新しいネットワークを形成する手段というよりは、既存のネットワ

ークの再生産をうながすものであると言えるかもしれない。2009 年度においては、茨木酒造では、新たに、

WEB サイト構築とブログの開設が見られた。

以上のような社会的な次元のものがどのように技術的な次元のものに関係しているのか。これについては、

具体的な事柄から引き続き考察をすすめていきたい。

写真１　元旦仕込み会での稲刈りイベント 写真２　茨木酒造
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2．双方向的データベースの構築

　これまでデータベース班は、人類学研究支援環境システムを構築すべく、研究をかさねてきた。人類学にお

ける研究上の問題とからめながら、「データカルチャリング」という発想のもと、デジタルワークベンチ（以下、

DWB）を構想し、おもに画像を対象とした試験的な運用を重ねて来た。この DWB では、正規化されたデータ

が格納されたデータベースを再利用、および再解釈できる土台を提供するものであった。

　昨年度、DWB は、静止画像の任意の部分を選択し、選択した部分画像に任意の情報を付与するだけでなく、

新たにユーザーがデータを再構成するシステムとして実現したが、部分画像を切り出したデータを俯瞰してみ

て、これらのサブセットを評価できるシステムの必要性はもとめられた。2009 年度の活動では、この機能（「グ

ループ化」）を追加することを実現すべく研究をおこなった。

　具体的には DWB 上に、調査者が基本的なデータ（撮影対象と最初の説明）を入力してあるデータベースが

あり、これを閲覧していて、複数の写真に共通して見られる事柄を記録したい場合があるとする。このとき対

象となるレコードをマークし、新しいレコードの集合を規定するが、これが「グループ化」である。

　この場合、全てのレコードから、ある視点にもとづいてユーザーが選び出したレコードの集合の生成されるが、

これはユーザーによるレコードの再解釈と呼び得るものである。そして、このレコードの集合を保存し、これ

をデータベースに格納し、検索の対象となるデータとなることが可能な DWB を構築した。

　レコードの集合を保存し、これをデータベースに格納し、検索の対象となる点が、従来のデータベースとの

相違である。このデータを閲覧・吟味のために検索するが、検索した結果をグループと定義して保存する。こ

れがまた、データベースの新しいデータとなることが、従来のデータベースと異なる点である。

今回、このグループ化機能を追加することによって、自由な再解釈可能な DWB を構築し、調査者と被調査

者との非対称性の問題にも、一定の解決策となり、双方向的な民族誌の作成へのステップになると考えている。

また、利用者によって既存のデータから読み取られた新たな知見をアーカイブへと追加・格納することによって、

システム内でデータが培養され、増殖してゆくこと、すなわちわれわれが提唱する主張するデータカルチャリ

ング が実現されると考えている。

　また、研究成果発表として「人類学研究支援環境 DWB における調査資料のグループ化による再解釈」と題

して、「人文科学とコンピューター研究会シンポジウム」（2009 年 12 月、於　立命館大学）にて発表した。

3．祭礼研究

本年度も引き続き、主な調査対象は明石市大蔵谷地区に位置する稲爪神社と休天神社であるが、神事を比較

するため、神戸市中央区に位置する湊川神社でも茅の輪神事の観察を行った。また、祭り構造の比較という視

点からは、PD の米山知子がこれまでも参加させて頂

いたことのある京都の祇園祭（17 日の山鉾巡行）で

の調査を行った。

例年通り１年を通して両神社での年中行事の研究

調査をおこなった。主な行事は、えびす祭り（稲爪神

社／ 1 月）、春祭り（休天神社／３月）、夏祭り（稲

爪神社・茅の輪神事／ 7 月）、あんどん祭り（休天神

社／ 7 月）、秋祭り（10 月／稲爪神社）である。昨

年同様「稲爪神社秋祭り」では、神輿担ぎをはたすこ

とができた。神輿担ぎは 2009 年度で 5 度目になる。

当日の様子からは、着実に地域の人々から参加者と

写真４　早口流し
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して受け入れられつつあることが明らかであり、祭りの活性化に貢献できているといえるであろう。今年度は、

PD の米山が特に囃口流し（早口流し）保存会の活動に焦点を当て、秋祭り前の練習から調査を行った（詳細は

米山発表報告を参照のこと）。早口流しは特に高齢化が進んでおり、そのためメンバーは、宮入に関しては演目

をわかり易くする（歌詞カードを配布する）など、後継者の育成を意識した祭りの演出を行っていた。茅の輪

神事に関しては、やはり調査者も地域の一員として神事に参加させて頂いた。

また、祭礼全般のビデオ撮影も引き続き行い、アーカイヴ化を目指した。作品としては、『2009 年度稲爪神

社秋祭り調査』（撮影 • 制作：米山知子）を制作した。また、例年通り秋祭り宵宮での 3 つの保存会による宮入

奉納も映像による記録を行った。完成した映像は保存会に還元した。しかし、年配の方は VHS や DVD などの

メディア再生機を自宅に保持していないか、保持していても使用方法を知らないため、映像媒体の還元の方法

の問題が残っている。

祭礼全体を通して、大蔵谷地区の過疎化・再開発等による祭りの変化（参加者の減少、道路の整備）はみら

れるが、参加者それぞれが自らの持つ力を発揮し（あんどん祭りや秋祭りにおける出店の増加など）祭礼およ

び地域活性化のために尽力している姿がみられた。そこに大学がいかに関わることができるのか、今後も検討

を行いながら祭礼に参加させて頂く必要がある。

4．公開講座

文化人類学分野はこれまで、様々なマルチメディアを使用し地域の伝統文化や地域産業を映像に記録してき

た。2009 年度は、その技術を地域の人々に還元するという意味で「マルチメディアでつくる自分史」（2009

年 10 月～ 2010 年 2 月の全５回）と題した公開講座を開催した。

現在では一般に気軽に本を出版することが可能になったこともあり、自分のこれまでの人生を振り返る「自

分史（個人史）」を制作する人が増えている。自分史をまとめるという作業は、自分を振り返る作業（脳を活性

化させる）である。しかしそのような個人の領域にとどまらず、後世に自分の生きた時代（証）を伝え（生き

るヒントを与える）、史実の検証や時代考証にも役立つものであり、社会的、学術的にみても必要な作業である

といえる。また、本講座では写真というメディアを用い自分史をつくることを行ったが、写真は文字では伝え

きれない圧倒的な情報量とインパクトを制作者や視聴者に与えることができると考えられる。

参加者は 60 代以上で、パソコンが自宅にあっても効率よく使用するための学ぶきっかけがなく、パソコン

が埃をかぶっていたという、定年後や子育てが終わり時間に余裕のある方々であった。講師である PD の米山

が他の専門家と共に熟考した全 5 回の課程を修了し、見応えのある自分史を完成させた。まさしく前述の意義

で述べたような昭和という時代を生き抜いて来た人たちの歴史を感じさせるものとなった。さらにこの課程を

修了したことにより、「自分史」という枠にとらわれず、今後も写真やビデオ、パソコンを用いて様々な活動が

可能になったといえる。その証しとして、文化人類学分野代表の寺嶋秀明教授の名で修了証明書を授与した。

写真５　休天神社での夏祭り 写真６　稲爪神社秋祭り
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また「自分史」という枠にとらわれず、今後も写

真やビデオ、パソコンを用いて様々な活動を行って行

きたいと、今後の生活に本講座で学んだことを生かし

ていきたいと感想を述べていた。

おわりに

先にも述べたように 2009 年度はこれまでの活動の継続を行ってきた期間であったが、また完了の年度でも

あった。今後の課題としては、プロジェクトが終了しても大学としていかにこれまでの活動を継続するか、と

くに祭礼や地域産業調査において、対象である地域の人々との有機的な関係性をどのように維持していくかに

注意を払う必要がある。また、双方向的データベース構築においても、さらに実用化への検討をさらに進めて

いく。今後、より容易に地域の人々にも活用してもらえるようなシステムを構築する必要があると考えている。

写真７　公開講座ポスター
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地域社会学分野

１．研究組織

2009 年度の地域社会学分野の研究組織は以下の通りである。

神戸学院大学専任研究者

　　神戸学院大学・人文学部　　　　　　　　春日雅司

神戸学院大学・人文学部　　　　　　　　矢嶋　巌

神戸学院大学・地域研究センターＰＤ　　具　知瑛 (4 月～ 5 月 )

神戸学院大学・地域研究センターＰＤ　　太田美帆 (7 月～ 3 月 )

共同研究者

　　　　京都女子大学・現代社会学部　　　　　　伊藤正憲

京都産業大学・経営学部　　　　　　　　李　　為

京都女子大学・現代社会学部　　　　　　橋本行史

京都女子大学・現代社会学部　　　　　　竹安栄子

研究協力者

姫路独協大学　　　　　　　　　　　　　陳　　鳳

京都女子大学・大学院　　　　　　　　　池内明子

２．研究テーマ

　従来通り、地域社会学分野では、バブル経済の崩壊とその後に発生した阪神・淡路大震災の経験を経て急激

に変化する社会へ対応していかねばならない地域商店街や地場産業に焦点をあて、社会調査の手法を用いてそ

の実態を知り、問題点をさぐるだけでなく、さらにこのような地域社会に学生たちの視点を取り入れ、地域の

人たちと一緒に解決の糸口を模索していくことを目指している。

３．分析方法

　研究メンバーの専門領域が社会学・地理学・経済学・行政学・経営学であり、地域社会や地域環境、地域行

政や地域経済を中心に分析を進めていく。これまで、地域商店街や地場産業を対象に、その「時間的変化」や「地

域間比較」という視点でいくつかのインテンシヴな調査ならびに聞き取りや資料収集などを行ってきた。
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４．2009	度の活動

2009 年度は、これまでの活動を継続するとともに、以下のような活動を行いつつ、３年間の研究をとりま

とめた。

1) 酒米生産農家調査。

　本年は、兵庫県多可町坂本地区の 66 戸を対象として、環境に配慮した酒米生産と地域社会・地域環境のこ

とになどについて、８月９日から３日間 ( 補充調査を含む ) の日程で調査した。われわれが過去２年間、三木

市口吉川地区の山田錦生産地域に注目してきた理由の一つは、この地域が山田錦の中でもとりわけすぐれた品

質を維持してきているからである。品質においては最高と言われる山田錦を生産しているが、農業経営のタイ

プとしては殿畑が完全な営農組合方式をとり、大島は個人経営が中心となっているという違いがあった。そこ

で３年目はこれら二つとは少し異なる地域に注目したいと考えた。そこで候補にあがったのが多可町坂本地区

である。ここの酒米の品質は、一般には必ずしもとりわけすぐれていると評価されているわけではないようで

ある（昭和 13 年に作成された「村米格付」を見ると、加東郡米田村上久米の基準値が１石 43 円 10 銭である。

最上位は中吉川米田で 1 円高い。続いて、やはり中吉川のいくつかの地区が 50 銭高い。殿畑や大島は 10 銭高い。

しかし、多可町は 1 円安い。この格付は今なお地域の人たちにとってトラウマとなっているようであるが、現在、

ここでつけられた評価と実際の米の出来とは随分異なっていることも確かである）。しかし、注目すべきは、こ

の地域、いや多可町全体で取り組んでいる環境配慮型農業（正式には兵庫県が実施しているもので、「環境創造

型農業推進計画」とよばれる）の試みである。この環境配慮型農業には次に述べるような三つのタイプがあるが、

①その中で坂本地区の一部では完全無農薬での山田錦生産を試みていること、②集落営農タイプではあるが一

部個人農家もいること、さらに、③坂本地区が金沢にある福光屋酒造店といわゆる「村米」契約を結び、全量

取引を行っていること、といった点で、従来とは異なるタイプの酒米生産地域であり、われわれはそのことに

惹かれた。

　多可町は、いわゆる平成の大合併の時に中町、加美町、八千代町の３町が合併してできた自治体で、兵庫県

では北播磨と呼ばれる区域の一番北に位置する。現在、7,500 世帯、2 万 4 千人が暮らしている。この旧３町

のうち、山田錦生産の中心は中町（現在は多可町中区）である。山田錦の元祖である山田穂がいつどこで生ま

れたのかについては、諸説あり必ずしも明確ではない。ただ、そのうちの一つが中町と関係している（写真 1）。

つまり、旧中町東安田に住む山田勢三郎が明治初めに発見し育成したものが山田穂になったと伝えられている

からである。それを称えて、この地に山田勢三郎の頌徳碑が建てられている（写真 2）。なお、山田錦はその後

県立農業試験場で山田穂を母に、短稈渡船を父にして人口交配し、その後改良を加えられてできたものである。

このような由来について、当然のことながら町民は誇りを持っている。この多可町では、兵庫県が推奨する認

証食品づくりに町をあげて取り組み飯米や各種野菜だけでなく、山田錦生産においても減農薬を推進している。

そもそも、兵庫県の「環境創造型農業推進計画」とは、肥料と農薬の使用を制限した農産物を認定しようとい

うものである。それは、一般の栽培と比較して肥料・農薬の減少割合に応じて三つのレベルを設定するもので

ある。まず、「環境創造型農業」では 30%以上低減したものを「兵庫県認証食品」として、次に「ひょうご安

心ブランド」では 50%以上低減したものでかつ残留農薬が国の基準の 10 分の 1 以下になるものを「ひょうご

安心ブランド農産物」として、最後に「有機農業」では全く使用しないものを「有機農産物」として、それぞ

れ認定しようというものである。坂本地区では、地域をあげてこの取り組みに参加している。とりわけ注目さ

れるのは、山田錦の「有機栽培」への取り組みである。土づくりから始めて３年、ようやく本当の意味で「有機」

と言える山田錦が作られているところへ、われわれが入り込んでいったわけである。
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　調査は、予備日を含め 8 月 9 日から三日間の日程で行った。例年と大きく異なったのは、台風の襲来で初日

と 2 日目が雨にたたられたことである。今年の梅雨開けは例年になく遅く、その影響か、こんな時期に大型の

台風 9 号が襲来した。しかも 9 日夜、少し離れた兵庫県佐用町では水害が発生していたことが判明。しかし、

大変幸いなことに、坂本地区のある谷合では、雨は降ったものの、人的・物的被害はほとんどなく、2 日目午

後には小降りとなってくれた。このように、今回の調査は出だしから激しい雨の中でのスタートとなったが、

これまた幸いなことに、坂本地区は比較的狭い範囲にまとまっている集落であり、しかも調査本部として利用

した公民館が集落の中心に位置しており、学生たちにとっては調査対象家屋まで往復することが比較的容易で

あったことから、調査はほぼ順調に進んだ（写真３・４・５・６）。調査の内容は、酒米生産にかかわるものと

環境にかかわるものの二つに分けて行っただけでなく、さらにそれぞれについて、①酒米生産農家、②酒米生

産はしていないが土地を持っている場合、③農業に全くかかわっていない場合、という細分化された範囲で異

なる調査項目を利用するという、少し手間のかかるものであった。しかし、雨にもかかわらず、学生たちの士

気が衰えることなく、教員の指示に素直にしたがい、淡々と業務をこなしてくれたし、また多くの住民が協力

的に対応してくれたことなども、作業を容易に進行させてくれた理由としてあげられよう。とりわけ、２日目

写真１　山田錦発祥の地・看板

写真２　山田勢三郎の頌徳碑

写真３　坂本調査の様子（定本区長）

写真４　坂本調査の様子（浅田組合長）
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夜に実施した坂本地区のみなさんとわれわれとの交流会では、坂本の山田錦で作った日本酒をふるまっていた

だき、日本酒が多少なりとも好きだという学生はもちろん、それまで日本酒を毛嫌いしていた学生やアルコー

ルそのものが好きでないと思っていた学生までもが、そのうまさに魅了されてしまったことは大きな成果の一

つであった（写真７）。

　また、この活動の一部始終は人類学領域のＰＤ・米山知子さんの協力を得てビデオ撮影された。すでに触れ

たように、調査期間中は最終日以外雨の連続で、われわれが片手間に戸外へ出て写真撮影できる状況ではなか

ったが、米山さんは悪天候にもかかわらずビデオカメラを持って外へ出て、学生たちの活動を記録してくれた。

写真５　坂本調査 写真６　坂本調査

写真７　坂本調査（交流会）

写真８　山田錦の稲刈り 写真９　山田錦の有機栽培
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この坂本地区での調査結果については、その後 9 月に入ってから、フロンティアのメンバーたちが集まり、

検証すると同時に、集計のための結果の整合性について検討した。さらに、10 月、ここでの作業をもとに、

再度坂本を訪問し、山田錦の稲刈りの模様を視察すると同時に（写真８・９）、調査結果に示された疑問点な

どについて聞き取りを行った。

2) 山形県酒造組合および酒造メーカーの訪問。

　山田錦を使った酒造りをもっと知りたいというわれわれの希望をかなえてくれる地がどこか。それは、昨年

も悩んだことではあった。しかし、フロンティア事業の最終年度、われわれは迷わず山形県を選んだ。その理

由は、前年行ったメーカーや販売店への訪問で名前が出ていた山形県工業試験場の小関先生にぜひお目にかか

りたいと考えていたからである。そこで日程を 5 月 8・9 日とし、小関先生にアポをとることができた。メー

カーとして候補にあがっていたのは 5 つほどあったが、とりあえず県の酒造組合も訪問したいと思い、組合と

連絡をとり、小関先生にお目にかかる予定であること、またメーカーもいくつか候補として考えていて訪問し

たいことなどを伝えると、なんと組合事務局がわれわれの希望を全てかなえる形でスケジュールを立ててくだ

さるという、思いもしない歓待を受けることになってしまった。その結果、8 日午前に県の酒造組合を訪問。

ここに組合長と小関先生も同席してくださり、山形県の酒造りの哲学や小関先生が山形県の酒造りを進めるう

えでどれほど大きな役割を果たされてきたのかなどについてお聞きすることができた（写真 10・11）。その後

はメーカーまわりとなる。この日は、天童市にある水戸部酒造（写真 12・13）と出羽桜酒造（写真 14・15）

写真 10　山形県酒造組合（酒米見本）

写真 11　山形県酒造組合

写真 12　水戸部酒造 写真 13　水戸部酒造
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を訪問した。同じ地域にありながら規模も酒造りに対する哲学も対照的である二つのメーカーでの話は大変興

味深いものであった。9 日は、山形市の男山酒造（写真 16・17）と樽平酒造（写真 18・19）、そして高畠町

の後藤康太郎酒造店（写真 20・21）と、移動にややハードなスケジュールであったが、3 社 3 様のメーカー

を訪問することができ、それぞれで聞いたり見せていただいたりした酒造りの哲学は、前日聞いた二つのメー

カーとはどこか共通しているようでもある、と同時にどこか違うようでもあり、われわれをうならせるに十分

写真 14　出羽桜酒造 写真 15　出羽桜酒造

写真 16　男山酒造

写真 17　男山酒造

写真 18　樽平酒造 写真 19　樽平酒造
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であった。山形で訪問した 5 社は、もちろん山田錦を使っている所に限定しているとはいえ、いずれも山田錦

に対する熱い思いを持ち、インタビューのはしばしにその気持が現れていて、われわれとしては感動せずには

おられなかった。

　われわれの酒造メーカー訪問は、この山形県に続いて、12 月には金沢市および白山市に及んだ。金沢市訪問

の理由は、8 月に調査した多可町中区坂本地区の酒米がほぼ全量、金沢市にある福光屋酒造店に引き取られて

いることから、今度はメーカーサイドの考えを聞くことが目的であった。福光屋と坂本地区の関係の始まりや

その後の経緯について、さらに福光屋の目指す日本酒づくりなどを知ることができたことで、坂本地区の酒米

生産への取り組みを一層掘り下げて知ることができた（写真 22・23・24・25）。なお、この時、白山市にあ

写真 20　後藤康太郎商店 写真 21　後藤康太郎商店

写真 22　福光屋酒造 写真 23　福光屋酒造

写真 24　福光屋酒造（中区の山田錦） 写真 25　福光屋酒造（塚本の有機山田錦）
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る菊姫酒造でも話を聞くことができた（写真 26・27）。このプロジェクトがスタートした年、白山市にある小

堀酒造を訪問していたが。菊姫酒造はこの小堀酒造のすぐ近くに店を構えている。菊姫酒造の山田錦もやはり

吉川地域から全量仕入れているが、日本酒の消費減により購入数量がかなり落ち込んでいることに危惧を感じ

つつも、なおよい酒造りにこだわる姿勢を感じ取ることができた。

3) 垂水商店街振興組合における商店街活性化事業への参加。

従来、垂水商店街における振興活動は 12 月から３月にかけて行われている。ところが、本年は昨年のリー

マンショック以来続く不況をなんとか打破しようということで、初めて８月に夏祭りを実施した。８月 22 日

の午後遅くスタートしたこの祭りは、別名「ゆかた祭り」と称して、残り少なくなった夏休みの週末、子ども

も大人もゆかたを着て商店街でさまざまな出店を楽しむというもので、われわれも視察させてもらった。当日

は天気にも恵まれたせいか、大勢の人出でにぎわった。特に、子どもたちの参加は、当然大人の参加を促すこ

ととなり、老若男女が楽しんでいる様子は、平和そのものであったと言える。今後、夏祭りも恒例行事にでき

るのが望ましいと感じた次第である。

一方、もちろん、12 月の歳末大売り出し（ただし、大学の日程で参加できなかった）や、３月の「いかなご」

祭りも実施された。特に、「いかなご」祭りには例年にないほど多くの学生たちが参加し、にぎやかに実施され

た。多くの学生たちが参加するということの意義は、若者たちの参加による「にぎやかさ」や「華やかさ」と

いうこともあるが、同時に学生たちが普段目にしたり通り過ぎたりしているかもしれない地域商店街の存在意

味を考えるということもある。さらに、この活動を通じて分かってきたことは、「いかなご祭り」を通じて、地

元の学生にとっては「いかなご」が局地的文化であることを、また地元でない学生にとっては、「いかなご」文

化というものが存在するということを、それぞれ発見できたという点で大きな意味があった。そもそも「いか

なご」文化とは、３月から４月（春を告げる魚でもある）にかけて播磨南部の瀬戸内海でとる体長数センチの

小魚で（ただし成長すると 20 センチほどになる）、とれたてのものを甘辛く煮詰めて（これを「くぎ煮」と称

する）、それを食べることを意味するわけだが、新鮮ないかなごをできるだけ早く調理する必要がある。新鮮な

いかなごを手に入れることのできる所では、自宅で煮詰めたものを親戚や友人に送ったり、保存しておいたり

して、少しずつ食べるという慣習をもっている。炊きたてのごはんにのせると最高の贅沢であるが、冷蔵庫に

入れておくと長く保存できることから、おみやげものとしても神戸から播磨南部のみやげもの屋に必ず置いて

ある。われわれが授業などを通じて調べた所、「いかなご」は播磨南部の漁港を中心にして、生のいかなごを

購入し帰宅して調理できるのは、この漁港からわずか数十分の範囲に限定されていることが分かった。つまり、

春先に生のいかなごを魚屋さんで手に入れ、自宅に持ち帰って「くぎ煮」にし、それを食する（単に「食べる」

のではなく、「造り」「食べる」という両方の行動を含む）文化は、明石や姫路を中心として１時間の範囲であ

るということである。この範囲に住んでいる学生たちは自宅で調理したものを食べる慣習を持っている。しかし、

写真 26　菊姫酒造店 写真 27　菊姫酒造店
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１時間以上の距離に住む学生たちは生のいかなごを買って調理するということを知らないが、一部はどこかで

調理され販売されたいかなごの「くぎ煮」を口にしたことがあるか、あるいは「くぎ煮」の存在すら知らない

かである。「いかなご祭り」に参加するという共通体験を通じて、前者の文化圏に住む学生たちにとっては自分

たちの文化を客観的に見直すことができたし、後者の学生たちにとっては、口にしたことのあるいかなご文化

が本当はどういうものなのかを知るチャンスとなったし、さらに全く知らなかった学生たちにとっては局地的

文化の意味を知る絶好の機会であった。そういう点で大きな教育的効果があったのではないかと思う。

なお、12 月、酒造メーカーの訪問と合わせて、金沢市にある近江町市場ならびに堅町商店街を視察するこ

とができた。前者は地域商店街というより全国に名を知られた市場である。当日は結構な雨模様という自然条

件であった。しかし、実際に調査したわけではないので正確ではないが、全体をまわりしばらく様子を見た感

じでは、ここは金沢市民の台所として地域商店街の役割も十分果たしているのではないかと思わせるものがあ

った（写真 28・29）。一方、後者は市の中心から少し外れている。一部、シャッターの下りていると思われ

るものもあったが、それなりに工夫してなんとか盛り上げようとしている様子を見てとることができた（写真

30・31・32）。それに対し、この商店街のはずれに交差点を隔てて隣接する新堅町商店街なる通りは、まるで

地方都市にあるさびれゆく商店街の典型のようなもので、いくら地方中核都市にあっても努力を怠るとこのよ

うになるということを象徴していた（写真 33）。

　

写真 28　近江町市場 写真 29　近江町市場

写真 30　堅町商店街

写真 31　堅町商店街



   分野別年度活動報告

151

4) 三木市の地域活性化に関する調査。

　兵庫県三木市における市民活動について２種類の方法で調査研究を進めてきた。一つ目はフィールドワーク

である。国指定登録有形文化財「小河家別邸」の保存・活用を目指して活動している市民団体「小河家別邸の

保存を考える会」のメンバーとして、運営委員会への参加（8 月、9 月に各 1 回）（写真 34）、講演会やジャズ

ライブなど文化イベントの開催（9 ～ 12 月にかけて 7 回）、市とのワーキンググループへの参加（8 月に 2 回）

を通して参与観察を行った。もう一つは広報研究である。『広報みき』を市制施行年（1954 年）から 2009 年

分まで読み（No.1-No.760）、55 年間の市の変遷を辿るとともに、市から見た市民像の変化を分析した。

　小河家別邸は三木本町バス停から徒歩で約１分の距離にあり、三木市の旧市街の中心部に位置する。居住目

的ではなく、客人をもてなすために明治末期に建てられた。阪神・淡路大震災後に取り壊された本宅からは徒

歩 2 ～ 3 分の距離にある。施主である小河秀太郎は地域の政治家、実業家として知られ、三木銀行の設立者の

一人である。

　別邸は庭や建築の贅沢なつくりに特色がある。施主は職人に予算を気にすることなく仕事することを求めた

ため、結果として小河家別邸は当時の三木町の建築技術の高さを示すものとなった。広報によると三木の刃物

は主に大工道具としてつくられていたそうなので、質のよい刃物の産地にはそれを使いこなす腕の良い大工職

人がいたということなのかもしれない。

　2009 年 12 月に小河家別邸は小河家から三木市に寄贈された。「小河家別邸の保存を考える会」は三木市へ

の寄贈を目指して設立された市民団体である。寄贈の話し合いを開始するに当たり、建物の文化財としての価

値を前面に出したため、同会のメンバーは大半が建築関係者である。

　しかし寄贈の話し合いの過程では寄贈後の活用方法が問題となる。そこでは別邸を市民活動の場として活用

するという案、観光施設として三木市の課題である観光振興に役立てるという案などが検討された。寄贈後は

三木市観光協会と「小河家別邸の保存を考える会」を母体とする市民団体が協働で小河家別邸を運営すること

になった。

　三木市は小河家別邸の活用により、市民活動の活性化、市民との協働によるまちおこし、観光振興を実現し

たいと考えている。「小河家別邸の保存を考える会」のメンバーもその考えを共有している。しかし現状では三

木市の側には、市観光協会の体制が弱いこと、市としての観光戦略が明確でないことなどの問題がある。

　他方で「小河家別邸の保存を考える会」の側には、建築・造園関係者など保存に強い人材は豊富であるが、

イベント担当者など別邸の活用面での人材が不足気味である。さらに今後、市と協働でまちおこしをするので

あれば、市の観光戦略づくりに積極的に関与してゆくことが必要であろうし、活動規模が大きくなればメンバ

ーやボランティアを増やすことも必要となるであろう。このように同会は保存から活用への転換が課題となっ

ている。

写真 32　堅町商店街

写真 33　新堅町西商店街
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　また小河家別邸は築 100 年ほどの古い建物であるため、広間と庭の間に窓ガラスや網戸がない。しかし別邸

の特色を活かすためには広間と庭の一体感が重要であるため雨戸や障子で遮るわけにはいかない。したがって

実際に公的に建物を活用するためには、イベント時の暑さ対策や防寒対策、蚊や蜂などの防虫対策が必要であ

ると感じた。こうした問題を市民団体と行政の間で解決できるかどうかも今後の課題となるだろう。

　『広報みき』は、３つの視点から分析を進めた。第１に、広報に見る三木市の「かたち」の形成である。たと

えば財政や都市計画の記事などから中央政府や県との関係で市の財政状況が変化していることを示したり、ニ

ュータウン化の記事をとおして市は人口増加に合わせてハード整備（学校、道路、ゴミ処理場）に気を取られ

ているうちに住民のソフト面でのニーズ（余暇を過ごす場所、「恋人たちが腕を組んで歩くまち」）に対応しき

れなかったりした様子を示す。このようにして広報記事から見える三木市の概要を描き出す。

第２に、行政活動のうち人々の日常生活に関連の深い福祉分野に焦点を絞り、広報に見る「暮らしを支える

もの」としての行政の役割を描く。これは国民健康保険や国民年金、高齢者介護、障害者福祉などに関する記

述をとおして、福祉プログラムの変遷や、福祉プログラムの定着のために住民団体が果たした役割を市との関

係に着目しながら示す。

第３に、市にとっての「市民」像の変遷である。これは上記分析を踏まえたうえで、より生活に密着した記

事を用いながら、戦後の経済成長にともなう生活の近代化の様子を描き出す。それは市民、福祉、ボランティ

アといった言葉が現在の意味合いに近づいてくる過程でもある。

　最終報告書では上記３点に加え、『広報みき』2009 年 10 月号の表紙に掲載された清水の洗濯場の改修を取

り上げる。これはフィールドワークと広報研究の接点をなす。清水の洗濯場とは住宅地にある共同洗濯場であ

る（写真 35）。この改修は地域住民主導で、市に協力を求めながら行われたのであるが、「小河家別邸の保存を

考える会」のメンバーが多く関与している。この事例をとおして市民活動が重層的に生じている様子を示すと

ともに、三木市において市民主導のまちづくりが評価されるようになり始めたことを示す。また事例で見られ

る市民団体と市との関係性を広報に表れる市による市民像の変遷上に位置づけた。

5) ホームページの運営維持。

　地域社会学領域のホームページについては、活動報告を兼ねて引き続き随時更新してきた。

6) 領域での活動報告書の作成・発行。

写真 34　活動の様子

写真 35　共同洗濯場
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　2009 年度を中心とする過去３年間の活動をもとに、三つの報告書にまとめた。一つは、坂本地区での調査 (

『地場産業の活性化と地域社会――多可町中区坂本地区における環境に配慮した酒米生産を中心に――』)、二

つ目は酒米生産地と酒造メーカー等でのさまざまな調査結果をもとにまとめたもの（『日本酒文化と地域社会』)、

そしてＰＤの太田美帆が三木市のまちづくり研究をもとにまとめたものがそれである。

５．３年間の成果と課題

　

１）酒米生産地域の調査。

　３年間、三木市口吉川町の殿畑と大島、さらに多可町坂本という三つの、それぞれタイプの異なる地域を対

象に調査した。三つの地域に共通しているのは、主要な担い手が高齢者であること、減反などの心配はなく販

路が安定していること、山田錦生産に誇りを持った人が多いことといった、いわゆる明るい側面を持つ反面、

将来も安定した担い手を確保できるか不安があること、さらに将来も安定した販路を確保できるか不透明であ

ることなどは大きな不安材料である。人材育成や販路維持などの面で国や県、自治体、さらにＪＡなどの支援

が必要である。また、調査結果については、地域あるいは年度ごとに報告書としてまとめ、当該地域で閲覧し

ていただいた。

２）酒造メーカー等の調査。

　メーカーやＪＡ、酒造組合中央会、酒類研究所などでのインタビュー中心の調査によって、酒米が日本酒に

なるまでの複雑なプロセスを知ることができた。また、山田錦がなぜ多くのメーカーから好まれるのかという

ようなことについてもわかった。これについては関係者の間では「当然のこと」であるかのごとく語られるこ

とはなかったようであるが、しかし、実は関心を持っている関係者は案外少ないようである。したがって、わ

れわれの調査によって全貌が明らかにすることにも十分意味はありそうである。酒米がどういうプロセスを経

て日本酒となっていくのか。これについては、酒米生産者たちが知ることで生産へのさらなる励みとなるであ

ろうし、日本酒文化を守るべき人たちにとっても、知らねばならないこととして再確認される事項になるであ

ろう。なお、インタビュー内容については、一部報告書の形にしたが、いざ全てを公表できる形に持っていこ

うとすると商売をしている人たちがかかわっているだけに難しいもののあることがわかったため、内部資料に

とどめ、内容を利用した原稿作成ということにした。

３）商店街の調査。

　３年間、一貫して神戸市垂水区にある垂水駅前商店街とかかわってきた。年度報告書の中で繰り返し強調し

てきたように、たとえ細々とでも関係を続けていくことが重要であろう。「まなざし」ということの重要さがこ

れほど強く感じられた地域も他にない。継続して「見つめる」ことは、「見つめられる」ことにつながり、それ

がひいては「しっかりしなくては」という内発的動機を生みだしていく。「見る」ことは必ずしも良いことでは

ない場合もあるが、商店街における活性化事業へ参加することで、「見る」ことの良さが再認識できた。

また、本年は学部学生対象の「インターンシップⅡ」という授業で、大学近辺の商店街を調べ、過去 35 年

ほどの経年変化を知ることで、商店街がどのように変わってきたのかを調べることもできた。この授業を通じて、

学生たちの商店街に対する理解が深まったと言える。

４）学生たちの教育効果。

　酒米調査や商店街活性化事業に学生たちが参加し、学生たちの目線で発信してきたことについては上に述べ

たとおりである。酒米調査地での経験を通じて、一部の学生たちは兵庫県酒造技術研究会が主催する「酒づく

り体験」に神戸学院大学と京都女子大学の学生たちが自発的に参加した。この体験プログラムへの参加そのも
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のについてはフロンティアの事業とは無関係であったが、過去３年間に酒米生産地で調査にあたった学生たち

の一部が、酒米生産から日本酒づくりに興味を持ち、このようなプログラムに積極的に参加し、体験後の満足

度も非常に高いという結果を得たことは予想外の成果であった。

５）本年行った三木市の地域活性化の試み。

一方でいくつかの活動に実際に参加し、他方で過去 55 年分の広報誌『広報みき』をもとに、とりわけ市か

ら見た市民像の経年変化の分析を行った。その結果、さまざまな紆余曲折を経ながらも行政と市民の距離が次

第に近付き、現在あるようなまちづくりプロジェクトへと収斂してくる様子を見てとることができた。このよ

うなプロセスは、一部は三木市特有のものであると同時に、一部はわが国の地域社会一般にもあてはるのでは

ないかと言える。

６）ホームページによる情報発信。

　１年目は十分ではなかったが、２年目と３年目は活動報告を中心にそれなりにできた。

７）全体の課題。

　地域商店街と地場産業の活性化を目指したわれわれの活動はここで一区切りとなる。しかし、言うまでもな

く、地域商店街も地場産業も引き続き商売し生産していく。これをどう引き継いでいくか、新たな課題に直面

することとなるが、プロジェクトという形をとらなくとも、日常の教育・研究活動の中で、あるいは延長として、

引き続きできることもあると感じている。今後、それをしっかり実行していきたい。

　　　　　　



   分野別年度活動報告

155

環境衛生学分野

Ⅰ	目的

　2009 年度は、3 年間の研究を結実させるべく活動した。

　小野坂班は、震災をキーワードとした地域と大学との共生を模索してきた。震災後の復興において、環境衛

生は、神戸での地震でさほど問題化しなかった。が、2010 年 2 月 27 日に発生したチリ地震では、水や食料な

どの生活物資だけではなく、電気、ガスなどのインフラ、さらには治安の悪化は世界的に報道され、記憶に刻

まれている。すなわち、水・食料の確保、伝染病の予防は、最優先で取り組む必要がある。そこで、環境衛生

分野の市民活動団体の支援のありかた、それも大学として何ができるかを探ってきた。その結果、市民活動は、

グループ個々が行っているが、横の連携はほとんどないことを知った。その問題点を分析し、解決策を提案す

ることにした。

　山崎班は、河川水は飲料水の水源や農業用水等として利用されることから、私たちの生活や健康と密接に関

連している。これまで山﨑グループでは、水資源確保ならびに河川水の水質モニタリングの観点から、主とし

てイオン成分を指標として神戸市西部を流域とする河川水の水質調査を継続的に行ってきた。また、地域社会

にその情報を提供することが重要であるとの観点から学会等でその成果を公表してきた。河川水の水質評価方

法としては、従来 pH( 水素イオン濃度 ) や DO( 溶存酸素 )、BOD( 生物学的酸素要求量 )、COD( 化学的酸素要求

量 ) などが用いられている。しかしながら、これらの水質汚濁指標は主として有機物質による汚染を対象とし

たものであると同時に、ある程度長期的な汚濁指標であり、突発する人為的な汚染のモニタリングには不向き

である。また、河川水に多量流入する無機汚染物質については評価することができない。これらの理由から、

当グループでは従来の水質汚濁指標に加え、人為的な汚染のモニタリングにも適用可能なイオン成分を指標と

した河川水の汚染状況の検討を行ってきた。今年度は水試料中のイオン成分に加えて、人為的な生成物とされ

る多環芳香族炭化水素（PAHs）濃度を測定し、イオン成分指標と合わせて河川水の水質評価に関する検討を行

った。

Ⅱ	研究体制

　研究体制については、2007 年度、2008 年度との大きな変更点は無い。本学の小野坂班（小野坂）と山崎班

（山崎・山口）で行った。

　小野坂班では、2002 年以来、明石市ゴミ研究会という市民グループに研究協力を依頼している。さらに市

民活動グループを支援する組織が全国に存在することを知り、大学として支援するモデルになりうるので、“ 本

音 ” を聞き出す為に、アンケート調査ではなく、実地に足を運び実態調査をすることにした。

　山崎班では、研究者の山崎と山口を中心に研究を行った。大学院生や研究室配属の 4 年生の研究課題とし、

試料の採取や測定などに協力を求めた。
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Ⅲ	研究テーマと方法

　1	地域の市民活動グループを対象とした研究

　　市民活動グループの連携の一案として、グループを集めたシンポジウム開催のような案を想定していた。

　しかし、シンポジウムを開くことは困難との判断から、別の案を考えた。

　　その契機は、明石での市民団体の会議へのオブザーバ参加である。環境衛生分野に限らないが、市民活動

　団体の代表者・リーダーの会議に飛び入り参加した。その際、行政による市民活動の支援が全国的になされ

　ていることを知った。それは、本研究と指針がオーバーラップしていることを感じた。

　　そこで、そのような組織に接触し、市民活動グルーブ支援の立場から、方向性を知ることにした。「市民活

　動支援センター」「NPO センター」で検索し、アクセス数の多いセンターを選んで訪問して面談し、組織、経緯、

　人員、予算、活動内容、大学との関係などについての貴重な情報を得た。問題点を探るとともに、問題に対

　する解を提案し、当初から志向しているように、大学の立場から市民活動グループへの支援の方策を検討した。

　 2	イオン成分を指標とする地域河川の水質評価

　　調査対象河川は、神戸市西部を流域とする明石川水系河川である明石川とその支流の伊川を選んだ (Fig.1)。

　明石川は 5 か所の採水地点 (A1~A5) を設定し、採水を行った。明石川では、採水地点 A2 － A3 間には明石

　市の上水道用水の取水ポイントが存在し、A3 － A4 間には神戸市の下水処理場からの処理水の流入がある。

　また、A2 地点直近の上流部には事業所排水の流入がある。　伊川においても 5 か所の採水地点 (I1~I5) を設

　定し、採水した。伊川では、採水地点 I1 － I2 間に神戸市の廃棄物埋立処分場からの処理排水の流入がある。

　従来の水質汚濁指標項目により、両河川の水質を調査した。Table 1 には伊川の各採水地点の試料水の pH、

DO、BOD および COD の各値を示した。いずれの項目ともに通常清浄といわれる（上水道水源として利用可能な）

水質であった。明石川についても同様の結果が得られたが、環境水には有機物以外の様々な汚染物質の流入が

あることから、さらにイオン成分についての分析を行った。上記各項目ならびにイオン成分測定は既報に準じ

て行った。

Ⅳ	活動報告

    1	地域の市民活動グループを対象とした研究
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1-1	組織の形態

　市民活動グループの形態については、NPO が増加している。しかし、NPO にしないグループも少なくな

い。NPO になれば、予算の面では有利である。その反面、NPO 化するための労力、予算獲得のための書類

作成、なにより事業報告書の作製などは小さいグループの難所である。市民活動グループは、「前を向いて

活動」が特徴であり、後ろを振り返る必要がある事業報告などが NPO 化の大きな障壁であろうと推察され

る。

 1-2	市民活動の支援組織

　市民活動の支援体制として目立つのは、市民活動センターと NPO センターである。

　市民活動センターは、約 10 年も前から市民の支援を始めている。行政が事業を提示し運営組織をする。

その事業の場は、行政が提供し、募集に応募して当たった組織がそこで委託された事業を行う。すなわち、

管理は行政、運営は市民団体、と理想的な役割分担がなされている。これは、予想外であった。

　NPO センターは、組織の名称としての「NPO センター」であり、NPO の支援を目的とした NPO である。

言い換えると、NPO センターなる建物、空間が保証されている訳ではない。NPO センターというグループ

が、主体性、独自性を持って活動している。そのための予算の獲得が、一苦労のようだ。

1-3	支援組織の活動内容

　市民活動センターも NPO センターも市民活動の支援という点では、大きな差異は認められない。「市民

活動の支援」に集約できる。その組織が、NPO、グループであることが一つの条件であるが、個人であっ

ても市民には違いはなく区別せずにサポートしているセンターもある。

　具体的には、グループの設立前から相談を受け、運営、活動、事業報告、予算の獲得、決算書作製のア

ドバイスなど、ありとあらゆる支援を行っている。情報の収集、市民活動の啓発、ボランティアの募集、

派遣、地域団体との協賛など、地域に根付いた支援が網羅されている。端的に言えば、「市民からの要請が

あれば、なんでも」という姿勢であり、高く評価できる。

　市民目線での支援、が強く印象づけられた。

　

　　1-4	支援の体制

　　　センターには、3 ～ 5 人のスタッフが常駐して運営して、行政から委託された事業を行っている。スタ

　　ッフは、パートなどを含めると、10 人前後である。予算規模は、年間 4000 ～ 6000 万円と予想外に多く、

　　活発な活動を裏付けている。

　　　活動には、スペースが必要であるが、大学の 200 人収容の教室の広さが最低基準であろう。訪問した市

　　民活動センターは、建物のワンフロア以上を占有していた。その他、グループ員相互の連絡の為などにレ

Y 市の市民活動センターのある建物 C市の市民活動センター入口
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　　ターケースやロッカーを設置していた。レターケースの数は 100 近くあり、その数から活発な活動の程度

　　を窺うことができた。

　　　もう一つ重要な点は、センターの場所である。市民グループは、活動のためにメンバーが集まることも

　　多いが、その場の提供である。メンバーは、集まる場所に行かなければならず、便利な場所に立地してい

　　ることが要求される。スペース的には足りているように見えたが、いずれも鉄道の駅から 5 分程度の分か

　　りやすい場所に存立しており、『本学では、・・・・』と考え込まされた。

　　1-5 大学との連携

　　　本プロジェクトは、地域との共生を大学の立場から解を求めることを目的とする。そこで、「大学との連

　　携は」と訊いた。センターと大学の組織としての連携はほとんどない、という返答だった。連携は、大学

　　とではなく、個人間でなされる、と教えられた。すなわち、専門的な情報が必要になれば、センターでそ

　　の教員を個人的に知っている NPO のメンバーなどが、個人的に依頼するようである。

　　　また、訪問したセンターでは、活動に参加する学生は、あくまでボランティアとのこと。教育の一環として、

　　教育プログラムに組み込まれたものは無いようである。

　　1-6	神戸学院ができること、すべきこと

　　　市民グループ間の連携は、希薄である。そこで、市民活動センターでは出来ない役割を担うことを提案

　　したい。

スペースの提供 :　大学には、教室が多い。土、日は、ほとんど空いている。これを提供すべきである。1) 

有瀬キャンパスは不便なので難しいが、ポートアイランドキャンパスなら需要があるかもしれない。

予算面でのサポート :　センターとして活動するには、数千万円かかるが、人件費が多い。市民活動を、2) 

生きた学生教育、卒業後の生涯教育と位置づけ、職員を従事させるなら、大学の目的そのものであり、

当然の支出である。また、市民活動グループが NPO にならないのは、事業報告、決算報告など、グ

ルーブが苦手な作業が要求されるからである。そこで、紐付きでない資金を提供するべきではないか。

例えば、活動の報告会をし、そこで表彰して副賞として渡すことなどが考えられる。このような試みは、

全国の大学でも珍しいと推察されるので、開かれた大学という本学の精神とも合致し、単なる標語で

はなく、具体性があるので全国的な PR ともなる。

3) 学生ボランティアの単位化 :　学生が市民活動に参加するならば、なにより生きた教育になる。それな

らば、単位として評価するべきである。そうすることによって、参加する学生も増えるし、単に参加

するだけではなく、どのように活動するか工夫をするようになり、教育・研究という大学の目的に沿

ったものになる。

　2　イオン成分を指標とする地域河川の水質評価

　　イオン成分の分析結果より、明石川および伊川の各採水地点の総イオン量を Fig.2 に示した。伊川では、　

Y 市市民活動センターのレターケース



   分野別年度活動報告

159

　廃棄物埋立処分場からの排水が非常に高いイオン濃度を示し、その流入後の I2 で顕著にイオン濃度が上　　

　昇していることが明らかとなった。明石川についても A2 ならびに下水処理場からの処理水の流入後（A4）　

　にイオン濃度の上昇がみられた (Fig.2)。次に各地点のイオン濃度を見てみると、伊川では廃棄物埋立処分場

　排水の流入後に塩化物イオンと硝酸イオンの顕著な上昇がみられたものの、下流域になるにしたがってイオ

　ン濃度の低下が認められ、河川の自浄作用が機能していることが示唆された。一方、明石川では下水処理場

　からの処理水の流入により上昇したイオンは自浄作用が充分に働かないまま海域に流入していることが明ら

　かとなった (Fig.3)。

　　上記試料水の一部について実施した PAHs 測定の方法ならびに測定結果をそれぞれ Table2 および Table2

　に示した。この結果より、伊川では、I2 および I5、明石川では、A2 試料の PAHs 総量が他地点に比較して

　高いことが判明した。下水処理水においても同様の結果が得られた。これらの結果より、イオン成分に加えて、

　PAHs を分析することにより、河川水の人為的な汚染をより的確に行えることが明らかとなった。

　　河川水の水質評価において、従来法に加えてイオン成分ならびに PAHs を測定することによって、より詳

　細な河川水質の把握が可能となった。また、これまでの検討結果から両河川の水質については、各指標とも

　に特に問題となる数値は認められておらず、現在のところ水質が安心・安全であるという情報を地域へ提供

　することができる。

Fig.2		Variation	of	total	ion	concentration	at	each	station	in	the	I	and

                  the Akashi rivers

Table1		Values	of	pH,DO,BOD	and	COD	at	each	station	in	I	river	
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Fig.3		Variation	of	anion	concentration	at	each	station	in	the

                  Akashi river and the I river
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地域医療薬学分野

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　赤穂　榮一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中川　左里

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上町　亜希子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森本　泰子

はじめに

学術フロンティアー「阪神・淡路大震災後の地域社会との共生をめざした大学の新しい役割に関する実践

的研究」が 2002 年（平成 14 年）に、5 年間の文部科学省補助事業として採択された。この 5 年間の研究実

績が認められ、2007 年（平成 19 年）4 月から更に 3 年間の継続研究に対する補助申請が認可された。

各分野における学問、技術の発展には目覚ましいものがある。その 1 例がインターネットの普及と発展で

ある。このような変化に対応すべく我々の研究目標も当初に掲げたものを軌道修正せざるを得なくなっている。

このような背景化、医療薬学分野においては、2009 年度は、次のごとき 6 項目の研究目標を掲げた。

①　医薬品情報関連資料、情報メディアの収集と活用の充実

　　＊インターネット等からの情報の収集と利活用に努める。

②「お薬相談室」の運用

　　＊「運用マニュアル」の作成

＊「お薬相談室」運用の促進に努める。

③「おくすりネットワーク」の拡充

　　＊新たなネットワークを構築する。

④　お薬の諸問題に関する地域薬剤師、薬学生むけ講演会の開催

⑤　医薬品、化学物質等の作用、副作用、物理化学的性質を実験により確認し、その成果を地域社会に還元

する。

⑥　コンピュータを用いた医薬品設計、及びその合成委託をし、成果を地域社会に還元する。

  当初の計画通り実行できなかった項目もあるが、以下に 2009 年度の研究の概要を記す。

１．インターネットの活用を含む、医薬品情報関連資料の収集と活用の充実

Ⅰ．インターネットからの情報の収集と活用

　研究分野のいかんにかかわらず、近年においてインターネット情報の有用性は高まる一方である。情報量



平成 21 年度研究成果報告書

162

が急激に増加しており、また、質的にも信頼性の高い情報が多くなってきた。この状況下、我々は、次のご

とき分類と手法のもと研究活動を行った。

I.1		SciFinder の活用

　SciFinder　Scholar ( 以後 SciFinder と略す）は、昨年までは独自の検索ソフトを利用者が各自のコンピュ

ータににインストールし、その検索ソフト利用して情報ああを検索する手法がとられていた。この手法は、

クライアント方式といわれる。2009 年度をもってこのクライアント方式は廃止された。それに代わって登

場したのがインターネットに直接アクセスして利用する Web 方式といわれるものである。Web 方式では、

まず利用者が米国化学会の有効会員であることがチェックされる。有効会員であることが確認されたならば

利用者はあらかじめ米国化学会の定めた Web サイトにアクセスし、各自が独自のユーザー名とパスワードを

設定することになる。

　実際に SciFinder を利用する場合は、やはり米国化学会の定めた所定の Web サイトにアクセスし、各自の

ユーザー名とパスワードを入力して検索を開始することになる。

                 　　 

　SciFinder には、化学、医薬，生化学，物理，工学等幅の広い情報が収載されている。本来学問領域の情報

の収集には専門的知識と、技能が必要である。そのような専門家はサーチャーと呼ばれている。SciFinder は

この情報検索の専門性の壁を乗り切る画期的な手法（簡易検索手法）を提供した。すなわち、研究者が，自

ら利用することを想定したオンライン検索を可能にしたのである。現に今日，世界中の企業・教育機関・研

究機関の研究者自身自らが SciFinder で情報検索をし、そこから得られた情報を活用して研究・開発の最前線

で活躍している。

　　SciFinder は英語のフレーズまたは文章を入力して，興味ある研究分野に関連する文献を幅広く検索するこ

　とができます． これは，入力した単語に関連するキーワードが自動的に検索語に加えられるためです．この

　点が検索手法を知らない研究者でもかなり高度な検索できる所以です。すなわち、サーチャーのような情報

　検索の専門家でなくても日常普通に使用する表現を用いて検索できるわけです。

　　また、SciFinder は、1907 年に米国化学会が創刊した世界最大最古のデータベース Chemical　Abstracts（化

　学抄録誌）が母体となっているが、この Chemical Abstracts には生物学領域の情報がかなり多く含まれている。

　その割合は、約 30％であるといわれている。また、SciFinder には米国国立医学図書館が刊行する Medline

　が吸収・統合されている。これらの背景を考えると、「SciFinder は化学のデータベースである。」という解釈

検索
研究トピック　－　著者名　－　会社名　－　文献情報　－　

完全一致構造検索　－　部分構造検索　－　類似性構造検索

－　反応検索　－　分子式　－　物質同定情報

文献回答集合の利用 概要　－　解析（Analyze）　－　絞込（Refine）　－　原文献へ

のリンク　－　引用文献検索　－　印刷と保存
		物質回答集合の利用 概要　－　解析（Analyze）　－　絞込（Refine）　－　カタログ

情報　－　物性値　－　印刷と保存　

  反応回答集合の利用 概要　－　解析（Analyze）　－　関連引用文献　－　印刷と保

存

  追加機能 文献，　物質のアラート機能（Keep Me Posted）

○　SciFinder（Web 版）の情報源とその活用



   分野別年度活動報告

163

　は誤っていることになる。今や、SciFinder は、化学、生物学、医学、薬学の幅広い領域を包含する自然科学

　の世界最大の情報源であるといえる。 

1.1.1　SciFinder の簡易検索手法

（検索課題）天然に存在する物質の抗酸化剤作用について知りたい。

（検索例）I am interested in “antioxidant activity of natural products”

このように、ごく普通の文章を入力することによって、関連する文献情報を入手できる。

　世界最大級の情報量を誇る CAS データベースから総合的な科学情報を得ることができますので，広範囲な

研究領域に対応できます．また，優れたインターフェースにより，膨大な情報からすばやく必要な情報を見

つけ出すことができる．

　研究のより多くの成果が求められる今日の状況下において，SciFinder は斬新的な研究の遂行のため研究者

にとって欠かせないツールとなっている．SciFinder には、化学、生物、医学等幅広い情報が収載され、特有

の検索手法で利便性が高められている。

　1.2				ホームページへのアクセス状況について 

　2009 年４月から 2010 年１月のホームページへのアクセス状況は以下である。

アクセス件数
（新規アクセス件数）

アクセス件数
（新規アクセス件数）

2009 年 4 月 85　件（50 件） 2009 年 9 月 　112　件　（83 件）

2009 年 5 月 54　件（42 件） 2009 年 10 月 　 57　件　（46 件）

2009 年 6 月 98　件（60 件） 2009 年 11 月 　 54　件　（32 件）

2009 年 7 月 83　件（50 件） 2009 年 12 月 　 45　件　（31 件）

2009 年 8 月 59　件（43 件） 2010 年 1 月 　 49　件　（33 件）

合計　アクセス件数：696 件 （新規アクセス件数：470 件）

　　毎月、新規アクセスも含め、ホームページへのアクセスが継続的に行われている。今後、医薬品情報のの

　能動的活動の観点も考慮して、さらに内容の充実に努めることが望まれる。

　1.3				冊子・PDF 閲覧申込み状況について

　　2002 年度より行った講演会の内容を小冊子にし、その小冊子の配布、PDF 閲覧を行っているが、毎月コ

   ンスタントに冊子・PDF 閲覧申込みがあり、2009 年４月から 2010 年１月までの申し込み総数は、696 件

　であった。
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　毎月、講演会内容の冊子・ＰＤＦの閲覧申し込みもコンスタントにあり、我々研究員、共同研究員の励み　

になっている。継続的に行っていくことの重要性を認識する次第である。

２．「お薬相談室」について

「お薬相談室」は地元各医師会（兵庫県、神戸市、垂水区、明石市、西区）、歯科医師会兵庫県、神戸市、垂水区、

明石市、西区）、薬剤師会（兵庫県、神戸市、垂水区、明石市、西区）を赤穂が直接訪問し、１．設立の趣旨の

説明、２．「お薬相談室」の開設と運営に対する同会からの了承、３．「お薬相談室」に対する協力、の 3 点に

対してすべてをクリアーした後の 2006 年 12 月にその運営を開始した。

質問はインターネット上に掲げた質問用紙に必要事項を記入し送付（FAX での送付もできる）する形をとっ

ている。従って、質問ができるのは、インターネットにアクセスでき、その操作法が分かっている人に限られる。

また、地域社会の住民という枠を超え、日本全国の住民から質問を受けることになる。2007 年 12 月末までの

相談件数は、32 件となっている。その内訳は下記の如くである。

　・インターネットという媒体を使用しての相談ですので、質問の入ってくる時期が週末、長期のお休み、夜

中や明け方というような傾向がある。

＜質問の具体例と回答の概要＞

質問１）女性（北海道）

Q）授乳婦が飲める酔い止めの薬についての質問があった。

A）基本的には服用してさしつかえない。気になるようであれば服用時授乳をストップするとよいことを回答

した。

質問２）男性（佐賀県）

Q）緑内障の治療点眼薬で悪夢を見る。精神科で薬物治療実施している相談者より質問があった。

A）副作用としての報告はないが、詳細は文面からはこれ以上わからないため、主治医および近くの薬剤師に

相談することをすすめることを回答した。

時期　（月） ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １

第 1 回講演会（2002 年 5 月 23 日開催） ５ ２ ３ ０ ２ ３ ３ １ １ １

第 2 回講演会（2003 年 10 月 11 日開催） ２ ３ ３ ３ ０ ２ ３ １ １ ２

第 3 回講演会（2004 年 11 月 25 日開催） ２ ３ ３ ３ ０ ２ ２ １ １ １

第 4 回講演会（2005 年 3 月 17 日開催） ２ ３ ３ ３ ０ ２ ３ １ １ １

第 5 回講演会（2005 年 6 月 25 日開催） ４ ２ ４ ０ ２ ３ ３ １ １ １

第 6 回講演会（2006 年 9 月 16 日開催） ５ ３ ３ ０ １ ２ ２ １ １ １

第 7 回講演会（2007 年 9 月 8 日開催） ６ ２ ３ ７ １ ３ ２ ２ １ ２

申込み依頼人数 ４ ３ ５ ３ ５ ３ ４ １ ４ ３

図Ⅰ　2009 年 4月から 2010 年 1月の冊子・PDF 閲覧申込み状況

合計　申込み件数：696 件（申込者数：人）
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質問３）女性（香川県）

Q）肝炎にかかっている相談者からプレドニンとサイレースの飲み合わせの可否の質問があった。

A）飲み合わせは問題はないが、肝機能障害を持っている場合は効果が強く出て副作用の可能性があることを

回答した。

質問４）女性（神奈川県）

Q) ベンゾジアゼピン系の抗不安薬の作用の強弱とちがいについて質問があった。

A）用法・用量、症状により一概に強弱は述べることができないことを回答した。

質問５）女性（栃木県）

Q）膠原病でプレドニン内服治療を受けているが、瞼が紫色に腫れてきた。副作用であるか？という質問があ

った。

A）副作用とは考えにくく、ステロイドによる免疫低下による感染も考えられると回答。主治医に相談をする

こと、服用を中断しないように回答した。

３．医薬品、化学物質等の作用 , 物理化学的性質を実験により確認し、その成果の地域社
　　会への還元

３．１　	地域の中小企業との共同研究

　神戸市にある中小企業の一つサングリーン商事株式会社との共同研究として、同社が製品化したマンゴス

チン製剤の坑酸化作用のスクリーニングテストを本学薬学部の神谷助教の協力をえて行った。予備試験の段

階で、更なる検証が要求されている段階である。

　同製剤のチロシン・キナーゼ阻害活性を ELISA 法で試験したが、特に顕著な阻害活性は見られなかった。

   同社は、ユニークな殺菌剤を開発した。この製剤は、1000 分に 1 に希釈し、殺菌作用を持たせたい布など

に浸すと、その布を光に当てることによって活性化するというものである。地域の研究員の協力を得て検証

したところ、弱い殺菌作用が認められたが、更なる検証が必要な段階である。

４．コンピュータを用いた医薬品設計、及びその合成委託をし、成果を地域社会に還元する。

4.1　一般的背景

　医療薬学分野では、お薬相談室、小冊子の受付等を始めとして、多くの研究分野でコンピュータ及び、イ

ンターネットを利活用することを、研究の特色としている。六番目の目標「ンピュータを用いた医薬品設計、

及びその合成委託をし、成果を地域社会に還元する」においてもそれはそれは例外ではない。ここで認識を

あらたにしておきたいことは、インターネットを用いると『地域という対象』が地理的・物理的意味での地

域に限定されないということである。インターネットはその対象がグローバル化されて、『地球村』がその対

象であるといわれている。我々が目標設定として掲げた「

医薬品設計、及びその合成委託をし、成果を地域社会に還元する」の地域社会という点では、まず、地元と

中小企業とのタイアップという形で、成果の還元を試みた。次に先に述べた『地球村』への還元という形で

その効果の還元を期待した。　

　医薬品の開発は長期に亘ると同時に莫大な費用と労力を要する。これらの時間的、経費的、人的負担を軽
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減すのにコンピュータが甚大、かつ強力な役割を果たすようになり、その貢献度は今後ますます高まること

は確実である。医療薬学分野ではその意味からもコンピュータの利活用に努めてきた。

　我々が開発の対象としたのは、複数のアミノ酸（３～５）からなる環状ペプチドである。その根拠は、ア

ミノ酸自体に副作用はなく、ペプチドそのものにも副作用の起こる確率は、低いと考えたからでである。また、

合成委託が可能で、コスト効果を高めることができるからである。

4.2　歴史的背景ー一般

　コンピュータを用いて医薬品の開発が可能になるまでには、長い年月と、多くの研究者の弛まざる研鑽の

集大成が存在している。その歴史的背景を展望し、今後の研究活動の方向性を見定めてみたい。

１．1869 年　スイス人 生物学者 .Johan Friedrich Miescher が　バーゼルの病院で膿＝白血球から DNA を発

　　見し、核酸（nucleic acid）と命名した。

２．1944 年　Avery はニューヨークの病院で遺伝子の本体は DNA であることを証明（ほとんど無視された）

３．1900 年　メンデルの再発見、変異体の作成など実験遺伝学が始まる

 4．20 世紀前半は酵素の研究が主、核酸は重要とされなかったが、DNA と RNA があるとわかった。

５．1944 年　Avery はニューヨークの病院で遺伝子の本体は DNA であることを証明（ほとんど無視された）

　　 1947 年　Chargaff（米）は塩基組成の間に A=T、G=C が成立することを発見した。また、([A] + [G])/([C]   

        + [T]) =1 にあり、プリン塩基の総数とピリミジン塩基の総数は等しいことを証明した。

６．1950 年頃　Todd（英）が核酸の化学構造を決定した。

７．1952 年頃　遺伝学者であり分子生物学者だったアメリカの Alfred D.Hershey（1908 ～ 1997）と

　　Martha M. Chase（1927 ～ 2003）が、タンパク質と核酸に標識をつける手法でウイルス感染実験を行

　　った。そして、その結果、ウイルスの自己増殖に必要なのは DNA で、タンパク質は不要だということを

　　証明した。

８．1953 年　Watson と Crick による DNA 二重らせん構造の発見、X 線回折像と並んで Chargaff の法則が

　　カギだった。

９．1964 年　Holly が tRNA の塩基配列を決定することに成功（初の核酸の一次構造決定）。

10．1975 年　Sanger　ファージΦＸ 174 の遺伝子 DNA の全塩基配列を決定した。

11．2001 年２月　ヒトゲノム計画の事実上の完了した。

12．2003 年４月　ヒトゲノム終結宣言がおこなわれた。

－　当初の予想より小さく 32 億塩基対からなることが判明

－　遺伝子の総数も 3 万 -3 万 5 千と推定

－　個人差は 0.1%、３００万塩基

－　胃潰瘍の治療薬オメプラゾールはシトクローム P450 の遺伝子の G → A 変換で副作用が違う

－　β 3 アドレナリン受容体　Trp64 は肥満しにくいが Arg64 は倹約型

4.3　病気と酵素

　    細 胞 外 か ら の シ グ ナ ル（ 刺 激 ）を 細 胞 内 に 伝 え 、細 胞 の 増 殖 ･ 分 化 等を司る様々な情報伝

　達系が存在する。多くの病気はそれぞ れの情報伝達系の異状により引き起こされることが多い。近年、これ
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　ら情報伝達系の研究の進展と、酵素そのものの構造決定が急速に発展してきた。次の段階として、病気の発

　症に関与する、情報伝達系の酵素および疾病の原因となる受容体（酵素を含む）をターゲットとした医薬品

　開発の研究が可能となり、我々が取り組んでいるのもこの領域である。

　　生体内の情報伝達系 の解明によりこれまで不明であった多くの難治性疾患の原因が明らかにされつ つ あ 

　る 。本 研 究 は ， 高 度 医 薬 品 の 精 密 化 学 的 研 究 お よ び 活 性 評 価 」の 研 究 の 一 「 環として，情

　報伝達制御分子の合成および物性の最適化に重点をおく研究を展 開して，情報伝達系で重要な役割を担う酵

　素および受容体に対して特異的な酵 素阻害活性あるいは受容体拮抗活性を示す分子を見いだすことを目的と

　する。 

　4,3.1		阻害活性探索酵素の事例としてのチロシンキナーゼ

　　タンパク質のチロシン残基を特異的にリン酸化する酵素をチロシンキナーゼ（Protein Tyrosine Kinase; 　

　PTK）という。　チロシンキナーゼは細胞の分化，増殖、接着、あるいは免疫反応などに関わる情報伝達系

　に関して重要な役割を果たす。チリシンキナーゼは、受容体型と、非受容体型の 2 種類に大きく大別される。

　受容体型チロシンキナーゼは、増殖因子が結合することによって活性化するが、非受容体型チロシンキナー

　ゼには、増殖因子は結合しない。

　　チロシンキナーゼの特色は、それが活性化されると受容体自身（自己リン酸化）、あるいわ標的とするたん

　ぱく質を特異的にリン酸化することである。自己リン酸化では、このリン酸化部位を認識する各種の情報伝

　達因子が受容体に結合し、連続的に情報伝達が始まる。一方、標的たんぱく質がリン酸化されると細胞内の

　各種のたんぱく質が、次々と活性化され、情報伝達が始まる。

　4.3.1.1		受容体型チロシンキナーゼ	

　　細胞外に増殖因子の結合部位をもち、細胞質領域にチロシンキナーゼ活性部位をもつち、全体として細胞

　膜を膜貫する構造を有している。この増殖因子が刺激されると、その刺激が細胞内への信号に変換され、細

　胞の分裂、分化、形態形成へと発展していく。その具体例を以下に示す。

ErbB 受容体ファミリー ••

上皮成長因子 (EGF) 受容体（EGFR あるいは HER1）••

血小板由来増殖因子（PDGF）受容体 (PDGFR) ••

幹細胞因子（Stem cell factor）受容体（がん遺伝子として c-kit とも呼ばれる） ••

血管内皮細胞増殖因子 (VEGF) 受容体 (VEGFR) ••

　○構造 

　　構造としては、増殖因子が結合する細胞外領域、細胞膜を貫通する疎水性膜貫領域、チロシンキナーゼ活

　性をもつ細胞内領域の 3 領域からなる。細胞外領域にある受容体に増殖因子が結合すると受容体は活性化し

　て細胞膜上を移動する。移動した受容体は他の受容体に結合して二量体を形成する。同一の受容体同士が結

　合と ホモダイマーとなり、異なる受容体同士が結合するとヘテロダイマーとなる。

　　増殖因子が細胞外領域にある受容体に結合すると、受容体は活性化して細胞膜上を移動し、他の受容体に

　結合して二量体を形成する。同じ受容体同士が結合する（ホモダイマー）ことも、異なる受容体同士が結合

　する（ヘテロダイマー）こともある。

　○制御 

　　増殖因子の結合により起きるはんのうには、次の 2 つがある。
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2 個の受容体分子の二量体化、またはその安定化1. 

　　チロシンキナーゼを受容体とするリガンドの多くは、1 分子が複数の受容体分子に結合しうる多価性

　　（multivalent) である。

二量体の一方がもう一方をリン酸化するトランス自己リン酸化2. 

　  不活性型では、ATP が活性中心に入れないように、キナーゼの 2 つのサブドメインが配置されている。

ところが、自己リン酸化が起こると、サブドメインの位置が変わり、ATP が入りやすくなり、反応が

開始する。 

　  キナーゼドメインにリン酸化を受けるアミノ酸が複数ある場合、キナーゼ活性はリン酸化されたアミ

     ノ酸が多いほど上昇する。この段階で、最初に起こるリン酸化はシス自己リン酸化といい、キナーゼ

　　は「オフ」から「スタンバイ」状態に切り替わったことになる。

　4.3.1.2　非受容体型チロシンキナーゼ	

　　非受容体型チロシンキナーゼは、細胞外領域をもたない。細胞内で細胞膜に結合し、細胞内の末端側にチ

　ロシンキナーゼ部位を有する。以下に具体例を示す。

がん遺伝子産物 c-Src ••

二面神ヤヌスにちなみ "Janus kinase" と呼ばれる Jak••

　  活性化された受容体と複合体を作るとまず受容体をリン酸化し、次に受容体に結合した下流分子もリ

ン酸化するものである。ここに、二面神ヤヌスと命名されている由来がある。Jak は signal transduc-

ers and activators of transcription（STAT) をリン酸化し、リン酸化した STAT は二量体を形成して核

内へ移行する。その後転写を活性化することになる。

　4.3.2　創薬とコンピュータ

　　医薬品は、通常受容体（たんぱく質や酵素など）に作用してその機能を発揮する。創薬（新しい薬の開発））

　は、標的とする受容体に対して親和性の高い薬の候補化合物（リード化合物）を発見し、その機能を最適化

　することである。近年、効率的に、短時間で、低コストで創薬を実現するために、コンピュータが重要な役

　割を果たすようになった。

　　タンパク質 ‐ 薬物間あるいはタンパク質 ‐ タンパク質間には、分子間力が働いている。その分子間力は、

　自由エネルギーとして表現される。その自由エネルギーの値が低いほど安定であるから、　　安定な状態で受

　容体に結合するリード化合物を探索すること（これは、ドッキングという手法で行われる）が、　コンピュー

　タによる創薬研究の到達目標の一つである。

　　前述の到達目標を達成するためには、まず、既知の受容体の形状、サイズ、アミノ酸配列等から、その

　受容体に対して親和性を有すると予想されるリード化合物を可能な範囲で合成（コンピュータ上での合成

　を含む）する。その数は多ければ多いほどよいが、通常数千個以上であることが望ましい。また、市販の

　データベースを用いることも可能である。入手可能な最も大きなデータベースには、Available Chemical 　

　Directory (ACD) があり、35 万件の化合物を蓄積している。このように、そこに安定に結合しうる新規リガ

　ンド構造を論理的に得るためのアプローチとして、自動ドッキングに基づいて三次元データベースを検索す

　ることをバーチャルスクリ　ーニング法という。

　4.3.3　実践的創薬への試み

　　先に述べたように、我々は創薬の対象を、アミノ酸残基３～５なる環状ペプチドとした。以下に合成上の

　理念と手順を記す。

　１．一般的な性質として、酵素は外側に親水性のアミノ酸残基を多く有し、内側に疎水性のアミノ酸残基を多
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　　　く有する。受容体に作用する阻害物質も酵素のその構造の性質を取り入れることが賢明といえる。

   ２．受容体の活性部位は、水素結合を形成することが多い。従って環状ペプチドの周辺にも水素結合を形成

　　　できる官能基を付加しておくことが賢明といえる。

　３．ペプチド結合は一般に不安定である。しかしながら、温泉源のような高温状態下において生育している

　　　酵素も存在する。どのような構造が高温に耐えられるのかの全容はいまだ解明されていない。事実とし

　　　て明らかなことは、そのような酵素にはプロリンが多く含まれているということである。そこで、我々

　　　の合成する環状ペプチドにおいても、プロリンを多く含むものをその候補の中に加えることとした。

　　我々が開発の対象としたのは、複数のアミノ酸（３～５）からなる環状ペプチドである。その根拠は、ア

　ミノ酸自体に副作用はなく、ペプチドそのものにも副作用の起こる確率は、低いと考えたからでである。また、

　合成委託が可能で、コスト効果を高めることができるからである。

　

　４．合成した環状ペプチドは、新規化合物であることがのぞましい。新規化合物であるかいなかの判定には、

　　　SciFinder を応用した。即ち、SciFinder の検索メニューからまず構造検索を選択する。化学構造を描画

　　　するための画面が表示されるので、合成する環状ペプチドを in silico 合成する。合成した環状ペプチド

　　　に対して、”exact search” という条件を付加して検索する。この検索結果がゼロ件であれば、合成した環

　　　状ペプチドは新規化合物であることになる。

　５．化合物の新規性が確認されると、その化合物に対してドッキング・シミュレーションを行う。

　６．合成した新規化合物に対し、ELISA（enzyme linked immuno-sorbent assay) 試験を行い、プロテイン・

　　　チロシン・キナーゼに対する阻害活性を検証する。

　4.3.4　合成した環状ペプチドとそのプロテイン・チロシン・キナーゼ活性

　　環状ペプチドの合成は米国 GenScript 社に委託し、現在 17 種類合成が完了している。その内、ELISA 阻害

　活性試験で、nM オーダーの値が得られたものを図２に示した。17 種類の内、5 種類において nM オーダー

　の IC50 が得られたことは、このプロジェクトが当を得ていることを示している。創薬として実用化するた

　めためには、さらに安定性、製剤学的要因、薬剤学的要因、毒性等をクリアーしなければならない。これら

　要因に対する今後の研究を期待したい。

図 2　合成した環状ペプチドとその ELISA 試験で nMオーダーの IC50 が得られたもの

Note:	(1*)	The	molecular	weights	were	represented	by	the	range	because	of	the	                         
																				legal	protection	of	the	patents	which	we	are	in	the	process	of	applying	for.		
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５．結語

　インターネットの有用性は、近年急激に高まっている。10 年ほど前は、インターネット情報は、90％以上

が信憑性に乏しいものであると酷評されたものであるが、今や多くの学問的にも優れた情報源や各種データベ

ースが常にアプツデイト（up-to-date, 最新）化されて掲載されている。我々は、2009 年度に掲げた各年次目

標達成の達成のために本年度多領域に亘って利活用した。それらは、化学を中心とするデータベース SciFinder, 

医学のデータベース PubMed, 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構の提供する医薬品添付文書情報を含む「医

薬品・医療機器情報提供、フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』、たんぱく質  データバンク（protein 

data bank) 等である。

　2002 年 4 月学術フロンティアー「阪神・淡路大震災後の地域社会との共生をめざした大学の新しい役割に

関する実践的研究」が発足し、実に 4 年 2 ヶ月の準備期間を経た　2006 年 6 月に「おくすり相談室」が発足

した。質問の受付インターネットにアクセスすることを前提として、限られた層の人のみが利用するというの

が現状である。従って利用件数は、それほど多くない。「おくすり相談室」専任の職員がいない現状ではあまり

沢山の質問も受け付けられない。その辺の事情を考慮しながら今後の運営を検討していきたい。

　コンピュータを用いたチロシン・キナーゼ阻害薬の開発においては、いくつもの至適条件を考慮して合成し

た環状ペプチドに、EELISA 法での阻害強度として、IC50 が nM オーダーのものが 5 種類見つかった。一連の我々

のアプローチは目的達成のため優れた合理性に基づいていることを立証したといえる。

　地域中小企業との共同研究による、殺菌剤、抗酸化剤の開発と、その検証を行った。殺菌剤において弱い活

性が認められたが、坑酸化作用に関しては簡便かつ効果的な定量的分析法を検討中である。

　ホームページへのアクセス、小冊子の注文等がコンスタントにある。「お薬相談室」も運営上軌道に乗っている。

創薬とその成果の地域社会への還元も緒についた感がある。地域中小企業との共同研究の一環としての殺菌剤、

抗酸化剤等の開発とその検証においてもそれなりの成果を得てきた。今後それぞれの領域レベルアップを図る

べく研究を続けて行きたいと考えている。
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生涯教育学分野

１．研究組織

＜研究者・共同研究者＞

　水谷勇 ( 神戸学院大学 ) 代表：全体統括、今西幸蔵 ( 神戸学院大学 )、岸上敏之 ( 南あわじ市教育委員会 )、

   関  福生 ( 新居浜市教育委員会 )、榊原恒司 ( 尾道市文化財委員 )、松崎太亮 ( 神戸市教育委員会 )、柵富雄 ( 富

　山インターネット市民塾、( 株 ) インテック、中教審専門委員 )

＜研究協力者＞

　笠原克博 ( 元神戸学院大学教授 )、足立宏之 ( 帝塚山学院大学 ( 非常勤 )）、宮本恵三 ( 明石市立高齢者大学あ

　かねヶ丘学園 )、岩木啓子 ( ライフデザイン研究所 )、鬼本英太郎 ( 兵庫県庁 )

２．5年間（平成 14～ 18 年度）の研究で残された課題と平成 21年度の活動概要

　平成 14 年度から 5 年間の研究成果は生涯教育学分野最終報告書「生涯学習広域ネットワーク構の問題ー大学・

自治体・民間の役割と連携の可能性ー」( 平成 19 年 3 月 ) に記されている。同報告書において残された課題と

して以下の 8 点を掲げて、この 3 年間の研究課題とした。

①平成市町村合併実施による生涯学習推進体制の変容の追跡調査

②大震災後の防災・危機管理と学習活動との関連

③高齢者の生涯学習の新たな課題と展開

④生涯学習センターの立ち上げ

⑤大学から地域への情報発信

⑥学生の地域参加

⑦ボランティア団体との連携

⑧大学を核とした学習ネットワークの構築

　19 年度から 20 年度にかけては、研究代表者・全体統括の水谷の海外研修による不在を受けて、小松を中心

にこれまでの研究の再確認と上記研究課題への着手が行われた。しかし、20 年度の早い時期に小松の早稲田大

学転出が決まり、21 年度からは本研究プロジェクトから抜けることとなり、この 2 年間実質的に研究代表とし

て、本研究をリードし統括してきた代表者不在の下、平成 21 年度は、この 3 年間ないし先の研究をあわせた

8 年間の総括をすべく、精力的に研究総括を行ってきた。平成 21 年度における活動の特徴は、第一に、年度

半ばに当たる８月下旬に分野独自にシンポジウムを開催して本研究のまとめと課題提起を行ったこと、第二に、

年度後半においては 3 年間の研究総括の報告書作成に向けて議論を交わし、報告書をまとめ上げたことである。

　以下において、上記 8 つの本研究の課題明確化と平成 21 年度における活動の概要を示す。

３．平成市町村合併実施による生涯学習推進体制の変容の追跡調査
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　平成の大合併によって、平成 19 年度末には市町村数は 1793 になり、この数値は 10 年前から比べると半減

である｡ 総務省を中心とした合併推進の根拠は他方分権､ 少子高齢化社会への対応､ 財政の合理化 ･ 効率性で

あり、合併の是非については自治体住民の判断に委ねなからも各種の財政的な誘導策を講じながら合併が推進

されてきた。

　市町村の広域化によって、基礎自治体の役割や機能の変容が迫られている。本研究課題と関連して重要であ

るのは、自治体と住民との距離の疎遠化や自洽体との一体感の希薄化をどのように克服するかであろう。広域

行政のもたらす行政サービス提供への住民の一方的依存からの脱却を図り、住民自治意識を高るための意識改

革は欠かせない。そのために不可欠であるのが生涯学習の充実である。しかし、むしろ効率化の名の下に、縮小、

廃止、後退が急速に進んでいる現実がある。既存の地域住民組織 ( 自治会など ) やボランティア団体、NPO な

どを活用することは無論であるが、行政がこれらの組織を通して主体的に住民自治意識の高揚を図ることが求

められる。昨年度に引き続き、町村の対等合併をしたにもかかわらず、中心と周辺で大きな変化が起き、周辺

となった地域 ( 村落 ) では急速に限界村落になりつつある丹波市や、南あわじ市の事例について詳細な報告を

していただき、検討を加えた。

４．大震災後の防災・危機管理と学習活動との関連　

　悲惨な状況を呈した阪神淡路大震災からすでに 10 年以上が経過し、被災地は表面的には見違えるように復

興を果たしたものの、その後の住民生活の実情についてみると、必ずしも復興を果たしえていない面が少なか

らず見出される、人々のくらしや経済・産業の低迷、孤独死の問題などが典型例であろう。しかしながら、震

災後の混乱の中から登場してきた自律した市民活動について着目が集まっている。

　本共同研究の主題は淡路大震災後の地域と大学との共生であり、大震災復の防災・危機管理と学習活動との

関係についての分析と、今後の関係の密接化を図ることが本生涯教育分野の任務となっている。すでに平成 14

～ 18 年度の研究において、人と防災未来センター、兵車県立広域防災センターの視察・活動内容把握などを

行ったが、市民レベルの活動を把握するために、NGO 等専幅広い活動の把握 ( 実態調査 ) と連携の構築が検討

課題となっていた。しかし、平成 19 年度からの 3 年間は、この課題については模索はしつつも、大学側の研

究者としてはこれといった進展を生み出せないまま終わろうとしている。他方、本研究プロジェクトの一員で

ある神戸市教育委員会の松崎においては、大学と連携しつつ、あるいは独自に新たな活動展開を行い、国際的

な防災活動を展開し、幾多の実践的研究成果を生み出してきた。

　「自律した市民」の活動には生涯学習が不可欠であることは言うまでもなく、それらの活動を支える条件は何

か、活動の課題は何かについて、生涯学習社会の観点からの掘り下げについては今後の課題として引き続き残

されている。

５．高齢者の生涯学習の新たな課題と展開

　生涯学習に参加している人々の実数を相対比較すると高齢者のウェイトが高いことが分かる。高齢者が年齢

に関わらず他の世代と共に重要な一員として地域社会の形成に参加することはきわめて健全な社会である。高

齢者と若い世代が交流し、ボランティア活動等の、高齢者の自主的な活動を推進し、高齢者の社会参加のため

の条件整備は行政側のみならず全ての市民の責務であると言ってよい。

　平成 14 ～ 18 年度の研究において兵庫県いなみの学園（加古川市）と明石市立あかねが丘学園と連携を図っ

て調査研究を行った、平成 19 年 11 月にはあかねが丘学園に本学学生が訪問し高齢者との交流の機会を持ち、

同時にあかねが丘学園園長を本研究の平成 19 年度 10 月のシンボジストとして招聘し、同学園での活動内容と

課題および、大学と高齢者大学校との連携について講演していただいた。平成 20 年度も 11 月に学生を連れて

あかねヶ丘学園を訪問し、交流を継続した。平成 21 年度は、8 月のシンポジウムにおいて、あかねヶ丘学年町
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をお招きして意見交換を行ったが、それ以外には交流・訪問等の活動を展開できなかった。この主な原因は大

学側にあり、本プロジェクトの母体である人間行動学科人間形成領域が解体され、人間環境コース人間形成論

ゼミと現代社会コース学校教育論ゼミとに分かれたが、学生の意欲が著しく低下し、ゼミの日々の成立が危機

的状況の中、学外に活動を展開することがきわめて困難になってきたからである。しかしこのことにより、い

っそうの悪循環を引き起こし、ゼミが成立せず活動をあまりしない→ゼミに参加している学生にもおもしろみ

が欠け、学習・活動意欲が低下→ゼミ活動の参加減少→ますますゼミが成立しない、といった危機的状況にお

かれてしまった。

　しかし他方、これまで学外の共同研究者であった今西が、小松の後任として神戸学院大学人文学部人文学科

現代社会コース学校教育論ゼミの担当教員として赴任し、精力的に活動することで、困難さは残ってはいるが、

先のシンポジウム開催をはじめ活路を切り開きつつある。

　大学と高齢者施設との相互連携の一環としての活動であったが、今後とも大学と高齢者との交流を深め、本

生涯教育学分野の研究が高齢者学習期間の活性化やプログラムの深化・新たな展開などに資する研究機関にな

るべく努力していく所存である。

　
６．学習情報センターの立ち上げ

　学習情報センターの立ち上げは当分野の中心課題となっている。行政とは異なる大学のメリットとは、時

間的 ･ 空間的な限定を超えて情報を収集・保有して広く情報を提供する学習情報の広域ネットワークの構築

の可能性である。この点を念頭に置いて平成 14 年度以降に推進してきた。主に平成 14 年度に収集した、80

年代以降において各白治体で策定された基本構想、学習プログラム、イベンド情報、配布されたパンフ等々、

1,256 点を整理・目録化し、ホームページにアップロードしてきた。また、社会教育関係の雑誌等に掲載され

た論文もとりこむことを目指して、平成 16 年度後半でのＨＰ上でのデータベース公開以降、年々充実させて

きている。

　当初は、タイトルだけをデジタル化しデータベースとしていたが、著作権保護に留意しつつできるだけその

内容もとりこんでリンクさせる作業をおこない、表紙（写真）と目次は最低限掲載し、重要な文献については

その概要・コメントを添付した。さらに、リンク集や個別のイベントや生涯学習情報提供もめざしていたが、

情報収集と更新が難しく、きわめて不十分なままである。

　平成 21 年度においても、情報収集を継続するとともに、情報の質の吟味を行ってきた。個人情報保護や著

作権保護の観点から情報発信する際にいくつもの検討しなければならないことがらが噴出し、検討を重ねてい

るが、私たちの目指す生涯学習支援体制構築＝データベース・システムを不完全ながらも目指す取り組みを継

続してきている。昨年度末からの精力的な取り組みで、データベースの更新・作成にまでこぎ着けたが、アッ

プロードができないでいる。この活動を中心的に担ってきた中国人留学生の大学院生（ＯＤ）が職が決まって

帰国して不在となり、引き継ぎができないまま（水谷海外研修中のこと）で仕組みや構造の理解に手間取って

きたからである。今後も微々たるものとなるであろうが、定期的にデータベースの更新を図り、学習情報セン

ターとまではいかないまでも、生涯学習情報の収集・提供活動を行っていく所存である。

７．大学から地域への情報発信

　地域社会における大学の役割、すなわち、地域社会に対して大学は何ができるのかが今日厳しく問われている。

総合大学である本学に対しても、社会経済的な観点からの喫緊の諸課題に関わって地域社会に貢献することが

求められている。

　平成 14 年度からの研究において、兵庫県内の市町に対して行ったアンケート調査の中に、行政側からの大

学に対する出前講座の需要がほとんどなかったことが明らかにされている。なぜそうなのか、大学側の問題で
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あるのか、あるいは行政側の問題であるのか、出前講座自体に生涯学習上の意義が見いだせないのか、明らか

ではない。

　平成 19 年度からの 3 年間においては、出前講座以外の大学から地域社会に情報発信できる事業について検

討を加えることを試みた。大学の公開講座、大学の施設開放、学生ボランティアなどが地域の生涯学習活動に

どの程度貢献できるのかについての調査分析も計画した。そして、本学のみならず他大学における地域連携事

業の実態や内容の検討も視野に入れて研究を進めてきて今日に至っている。

８．学生の地域参加

　平成 18 年度に学生の地域参加の一環として南あわじ市の社会教育部局が開催している通学合宿に本学学生

を派遣した。その結果、「学生の参加によって通学合宿が活性化し行事の継続・発展に大きく寄与しただけでな

く、学生白身にとっても、３年間通学合宿に通い続けることで人間的に大きく成長しただけでなく、これを卒

論のテーマにして教育指導概念の進化を図ろうとする、かなりレベルの高い卒論を書く者や、小学校教員にな

るために進学する学生が現れ、他の学生にも刺激を与え、大学の活性化の一助になっているとまでいうのは過

言だろうか｡」とわれわれは評価した。

　平成 19 年度以降においても学生の通学合宿は継続して行われている。大学の擁する資源として大学の施設

設備は無論のこと、教職員の研究活動および成果が含まれるのは当然であるが、大学には若者の情熱とエネル

ギーという他の何ものにも代え難い資源を有している。学生の地域参加、社会参加は大学からの情報発信とし

て貴重な機会となるし、大学の地域連携にとって重要内活動であると確信している。今後は、学生の自主的な

参加を支援しつつ、地域の生涯学習社会化にとっての学生による活動の意義を分析・検討する課題がわれわれ

に残されている。

９．ボランティア団体との連携

　震災後、各地に「ふれあいグループ」「障害者・高齢者支援グループ」といったボランティア・グループがで

きているが、幾つか目星をつけたものの手をこまねいて着手できないままに終わろうとしている。神戸市はも

ちろんのこと、西宮市など兵庫県内のいくつかの市町村で先進的かつ活発な取り組みが行われている。これに

ついてもいくつかのグループの訪問・交流を進めてきたが、あまりにも多様に展開されているため、その全容

の解明と支援・連携については今後の課題として残してきている。むしろ多様性にその特徴があることがわか

ってきており、そうした視点からの新たな実態把握のためのスキーマの構築と、こうしたグループの活動を調

査し、ネットワークを構築して、大学との連携をどう図っていくかは、今回の最終報告で試案的に提示した。

これを基に今後とも積極的な連携協力の構築をはかりたい。

10．学習ネットワークの構築と大学・学校との連携

　上記した１から９までの諸活動は､ 本研究の最終目的である学習ネットワークの構築と密接不可分である。

行政側が個別に管轄内の学習グループを組織化使用と努力しているものの、それには限界かおり、行政の把握

していない自生的なグループが散在し、これらグループは行政の支援を期待すると共に行政の視界に入ってい

ないままである。これは単一行政機関内の実態であり、これが自治体ごとに類似した実態を示していることに

現状の問題点が浮き彫りになる。この分散した行政中心の学習ネットワークの中に入学を据えることで行政機

関間のノードとしての役割を大学が果たすことの可能性について、われわれは生涯教育学分野最終報告「生涯

学習広域ネットワーク構築の問題一犬学・自治体・民間の役割と連携の可能性－」（平成 19 年３月刊行）のな

かで提示した。
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　この研究成果を基礎にして、平成 19 年度においては、入学が行政機関とのネットワークのノードとなるこ

とに加えて、大学が地域の小中高等学校をも加えたネットワークのノードにもなることを研究課題として設定

してきた。平成 19 年度及び 20 年度においては、近隣の小学校との連携を図り学すのボうンティア活動への参

加の窓□となることと、共同研究者が地元高等学校の学校評議員として高校と入学との連携を図りつつある。

最終年度には、これらの活動を基礎に大学と小中高等学校とのいっそうの連携の方向性を実践的に探求したい。

11．地域と学校をつなぐ教育シンポジウムの開催（2009 年 8月 22 日）

本研究プロジェクトが、この 3 年間に新たな提携先として大学近辺の小・中・高等学校との連携を図ること

を課題とし、県立伊川谷高等学校の評議員を引き受け、連携を図る単著とするとともに、平成 18 年度から神

戸市立有瀬小学校、同長坂小学校、明石市立松ヶ丘幼稚園、社会福祉法人立の弁天保育園、まゆか保育園に、

学生を教育（保育）ボランティア実践の実習先として確保し、連携を進めてきた。このうち、最も関係を深め

ることができ、日常的な学生ボランティアの先として活動を展開してきた有瀬小学校の校長先生福山哲郎氏を

お招きして、本プロジェクトの共同研究者である岸上、関、榊原の各氏を加えて、パネルディスカッション形

式でシンポジウムを開催した。20 名弱であったが、一般の参加者を交え、活発な意見交換を行い、研究課題を

深めることができた。

12．研究会の開催（2009 年 8月 23 日、2009 年 12 月 6日）

　定例の研究会を 2 回開催し、意見交換を中心に研究を進めた。これらの成果は、最終報告書にまとめたので、

それを参照いただきたい。
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PD・RA 研究成果発表論文・要旨

The Positive Power of Negative Thinking
ー防衛的悲観主義のすゝめー

リサーチアシスタント　光浪　睦美

1．楽観主義，悲観主義とは

「コップに半分入った飲み物をみて，“ もう半分し

かない ”，“ まだ半分ある ” のどちらだと思うか（Glass 

half empty or half full?）」は，一般に，その人が楽観

的であるか悲観的であるかを判断するために，人々が

好んで用いる代表的な問いである。この場合，前者は

悲観的，後者は楽観的であることを意味するが，これ

は学術的な定義ではない。では，楽観的，悲観的とは

どのような傾向を指すのであろうか。

Scheier & Carver (1985) は，「物事がうまく進み，

悪いことよりも良いことが生じるだろうという信念を

一般的にもつ傾向」を楽観性（optimism）と定義し，

この傾向が強い者を楽観主義者（optimist）とした。

一方，「物事がうまくはかどらず，悪い結果を予測す

る傾向」は悲観性（pessimism）であり，この傾向が

強い者は悲観主義者（pessimist）とされる。楽観性

を測定する尺度としては，Scheier & Carver (1985)

によって作成された LOT（Life Orientation Test）が

あり，その後，改訂版の楽観性尺度（the revised Life 

Orientation Test；LOT-R；Scheier, Carver, & Bridges, 

1994）も作成されている。

日常生活においても，“ ポジティブになれ ”，“ 楽観

的にいこう ” といった言葉を耳にすることが多いが，

これは，一般的に悲観的であるよりも，楽観的である

方が良いという考えを反映したものであると言えるだ

ろう。では，楽観的である方が良いという実証的研究

はあるのだろうか。

2．ポジティブ心理学研究

　近年，ポジティブ心理学（positive psychology）の

動向が注目されている（大竹，2005）。ポジティブ

心理学とは，学習性無力感（learned helplessness；

Seligman & Maier, 1967; Overmier & Seligman, 

1967）の提唱者である Seligman，M. E. P が，1998

年米国心理学会の会長を勤めていた時に提唱した心理

学の比較的新しい研究分野である。従来の心理学では，

心の病の症状や発病原因の特定，病気の進行や治療法

など，非健常者に焦点をあてた研究がなされていた。

それに対し，ポジティブ心理学は，健常者を対象とし

ており，これまでの研究で取り扱ってきたネガティブ

な感情ではなく，人間の本来のポジティブな感情（e.g., 

喜び，達成感，自信，ポジティブ思考など）に焦点を

あて，それらを伸ばし開発する方法に関する研究を中

心としている。2000 年以降，ポジティブ心理学は隆

盛を迎え，これまで楽観性（楽観主義）に関する様々

な研究がなされている。

　これまでの研究を概観すると，楽観性（楽観主義）

や将来に対する高い期待は，無力感や抑うつに陥るの

を防ぎ，心身の健康を高めて，動機づけや持続力，パ

フォーマンスを促進するとされているのに対し，悲

観性（悲観主義）や将来に対する低い期待は，動機

づけを衰退させ，心身の健康に悪影響を及ぼし，無

力感や抑うつと関係があるという結果が大半である

（e.g., 沢宮・田上，1997；Scheier & Carver, 1985；

Seligman, 1991；Taylor & Brown, 1988；戸ヶ崎・坂

野，1993；藤南・園田，1994）。このことから，こ

れまで多くの研究において，楽観的であることは “ 適

応的 ”，悲観的であることは “ 非適応的 ” であるとさ

れてきた。しかし近年，ある特定の場面における “ 認

知的方略 ” としての悲観性（悲観主義）が注目され始

めている。

3．認知的方略とは

　 認 知 的 方 略（cognitive strategy） と は，“ 個 人 が

個人的に関連のある目標を追求する時の期待，評価，

計画，努力，回顧の一貫したパターン ” と定義され

る（Cantor, Norem, Niedenthal, Langston, & Brower, 

1987；Norem, 1989；Norem & Cantor, 1990）。

Norem & Cantor (1986a) は，過去のパフォーマンス
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に対する認知と将来のパフォーマンスに対する期待に

よって，認知的方略を 4 つに分類した（Table 1）。1

つ目の「方略的楽観主義（strategic optimism；SO）」

は，過去のパフォーマンスに対するポジティブな認

知をもち，将来に対する高い期待を設定する。2 つ目

の「防衛的悲観主義（defensive pessimism；DP）」は，

過去のパフォーマンスに対するポジティブな認知を

もつが，将来に対する低い期待を設定する。3 つ目の

「非現実的楽観主義（unjustified optimism；UO）」は，

過去のパフォーマンスに対するネガティブな認知をも

つが，将来に対する高い期待を設定し，4 つ目の「真

の悲観主義（regular/realistic pessimism，RP）」は，

過去のパフォーマンスに対するネガティブな認知をも

ち，将来に対する低い期待をもつ。

4．防衛的悲観主義（Defensive	Pessimism）

　今回は，これらの認知的方略のなかでも，特に防

衛的悲観主義に注目したい。防衛的悲観主義とは，

Norem & Cantor (1986a) によって提唱された概念で

あり，“ 過去に成功を経験してきたにもかかわらず，

非現実的に低い期待を設定することと，今後の達成状

況で起こりうる結果を考え抜くこと（熟考）を伴う認

知的方略 ” である。

　防衛的悲観主義は，特性的に不安が高い個人が，失

敗した際に自尊心が低下するのを防ぐために用いるこ

とのできる自己防衛的な方略であり（Martin, Marsh, 

& Debus, 2001），過去の成功経験を否定しないこと

や，課題や出来事に対して努力を行うことが，従来

の悲観主義者や抑うつ者とは明らかに異なる点とし

て挙げられる。方略的楽観主義と防衛的悲観主義を

比較したこれまでの研究知見により，方略的楽観主

義者は，課題や出来事に対する高いコントロール感

をもち，特性的に不安が低く，将来の高い期待を設

定し，出来事や課題に対して準備や努力をするが，

起こりうる可能性を熟考することを積極的に避ける

ことによって良い遂行をする一方で，防衛的悲観主

義者は，課題や出来事に対するコントロール感が低

く，特性的に不安が高いが，あえて将来への低い期

待を設定することによってその不安をコントロール

し，今後起こりうる可能性を熟考することによって出

来事や課題に対して一生懸命に準備・努力するよう

に動機づけられ，その結果，方略的楽観主義者と同

様に良い遂行をすることが明らかにされている（e.g., 

Cantor & Norem, 1989；Norem, 2001；Norem & 

Cantor, 1986a, 1986b；Norem & Illingworth, 1993；

Showers, 1992；Showers & Ruben, 1990）。

　では，防衛的悲観主義者を楽観的にさせるとどうな

るだろうか。さらに高いパフォーマンスを示すように

なるだろうか。Norem & Cantor (1986a) は，方略的

楽観主義者と防衛的悲観主義者を激励条件と非激励条

件にランダムに割り当て，迷路課題とアナグラム課題

の遂行成績を比較した。その結果，激励条件の防衛的

悲観主義者は，方略的楽観主義者や非激励条件の防衛

的悲観主義者よりも遂行成績が劣るということが示さ

れた。また，Norem & Illingworth (1993) では，方略

的楽観主義者と防衛的悲観主義者が，これから受ける

課題についての結果や感情をリストアップさせる思考

リスト条件と，別の課題をさせて本課題の思考から離

れさせる妨害条件にランダムに割り当てられ，それぞ

れの数学課題の遂行成績が比較された。その結果，方

略的楽観主義者では，妨害条件の方が不安が少なく，

遂行成績が良く，課題に対するコントロール感や楽し

さ，満足感が高かったが，防衛的悲観主義者では，思

考リスト条件の方が不安が少なく，遂行成績が良く，

課題に対するコントロール感や楽しさが高いというこ

とが明らかにされた。このように，防衛的悲観主義者

の場合，励まされたり，好む方略が妨害されたりする

と，逆に遂行成績が劣ってしまうのである。

　自尊心の維持や高揚において，方略的楽観主義者と

防衛的悲観主義者は異なる特徴をもつ。方略的楽観主

義者は，将来の高い期待を保つことで課題を遂行し，

万が一失敗したとしても利己的な帰属を行うことで自

尊心を維持する。そして，将来起こりうる可能性や結

果にあまり注意を向けず，深く考えないことが高いパ

フォーマンスにつながる。一方，防衛的悲観主義者の

　過去のパフォーマンスの認知

　　ポジティブ　　　　ネガティブ
将来のパ　　高

フォーマ

ンスに対　　低

する期待　　

　方略的楽観主義　　非現実的楽観主義

　　　（SO）　　　　　　　（UO）

　 防衛的悲観主義　　真の悲観主義

　　　（DP）　　　　　　　（RP）

Table	1		Norem	&	Cantor(1986a) に基づく認知的方略の分類
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場合は，将来の期待を低めることによって失敗した場

合の自尊心を維持する。そして，結果を熟考すること

によって課題や出来事に対する努力や準備が動機づけ

られ，高いパフォーマンスにつながるのである。この

ことから，方略的楽観主義者と防衛的悲観主義者では，

自尊心が脅かされる状況で，明らかに異なる方略を採

用すると言える。

楽観主義に関する研究においては，楽観的であるこ

とが適応的であるとされてきたが（Seligman, 1991），

これまでの，悲観主義や将来の低い期待がパフォーマ

ンスの低下をもたらし非適応的であるという研究結果

（Sherman, Skov, Hervitz, & Stock, 1981）に反し，防

衛的悲観主義者は，不安を抑制・利用し，低い期待の

設定や熟考，適切な対処方略を採用して高いパフォー

マンスを示すことから，特性的に不安が高い個人にと

っては，防衛的悲観主義が適応的な方略であると言え

るだろう。すなわち，楽観的であることが必ずしも万

能であるとは言えず，個人の特性に応じた方略を用い

ることが重要なのである。 

　しかしながら，これまでの研究では，方略的楽観

主義と防衛的悲観主義を比較するものが大半であり，

Norem & Cantor (1986a) が提唱した 4 つの認知的方

略の比較検討は行われてこなかった。そこで，4 つの

認知的方略の特徴を Table 2 のように定義し，これま

でに，4 つの認知的方略のタイプによって，1）セル

フ ･ ハンディキャッピング，ストレス対処法の採用，

2）認知的方略に関与する個人特性と精神的健康との

関連，3）学業場面における達成動機，目標志向性お

よび学習行動との関連，4）友人関係場面における達

成動機，目標志向性および対人行動との関連，5）楽

観性がリスク認知やリスクテイキング行動に与える影

響，6）原因帰属スタイルが心身の健康に与える影響

　が異なるか否かを検討してきた。そして，最終的に

は，4 つの認知的方略の特徴やそのメリット・デメリ

ットを明らかにし，我が国における認知的方略の有効

性について検討して行きたいと考えている。
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                            　　　　　特　徴                                                                  　　 　　　　　SO           DP         UO           RP   　
a)　過去に似たような状況で良い結果を収めたと認知している（過去認知）　　　　　　　　 ○　  　  ○           ×　　　 ×　

b)　将来における低い（悲観的な）期待を設定する（将来期待）　　　　　　　　　　　　　 ×　　　○　　　×　　　 ○

c)　失敗の可能性についてあれこれ考え込み，広く熟考する　　　　　　　　　　　　　　　×　　　○　　　×　　　 ○

d)　成功の可能性についてあれこれ考え込み，広く熟考する　　　　　　　　　　　　　　　×　　　○　　　×　　　 ×

e)　不安が非常に高い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×　　　○　　　×　　　 ○

f)　課題や出来事に対して努力や準備をする　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○　　　○　　　 ×　　　×

g)　最終的に良い結果をおさめる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○　　　○　　　×　　　 ×

Table	2　4 つの認知的方略の特徴

※　○は当てはまる，×は当てはまらない，を表わす
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地域との「連携」活動からの「学び」

リサーチアシスタント　細淵　清貴　

１．震災資料の整理

１－１．自治労中央本部資料の整理

震災資料の整理作業では、長田区役所「人・街・ながた震災資料室」所蔵の「自治労中央本部資料」の整理

作業のサポートに従事した。「自治労中央本部資料」とは、震災時に全日本自治団体労働組合 ( 以下自治労 ) が

職員をボランティアとして被災地へ派遣した際の報告書等の資料群である。この資料群は、震災後、自治労中

央本部から長田区役所「人・街・ながた震災資料室」へ送られ、その状態のままロッカーへ収納された ( 写真 1・

2)。写真を見てもわかるように、整理ボックス・封筒等に収納されている資料やファイル形式の資料、一紙の

状態のものなど多岐にわたる資料群が未整理の状態で保存されている。

この未整理の資料群を長田区役所の同意を得て水本浩典教授・林田怜菜氏 ( 神戸学院大学大学院修士課程学生 )

を中心に 2009 年３月 (RA の業務としては４月 ) から整理作業に着手した。整理手順は水本浩典教授の指導を

もとに作成された自治労本部資料整理マニュアルに沿っておこなった。整理作業の経過は以下の通りである。

＜整理手順＞

Ⅰ . 予備調査段階

ⅰ）整理ボックスの数量、タイトルを確認

ⅱ）封筒・ファイル・一紙資料の数量、タイトルを確認

ⅲ）資料の散逸防止のため各資料にナンバリングをして仮の資料目録を作成

ⅳ）タイトルから資料の性格を考え分類項目を策定

ⅴ）項目ごとに大まかなグループに分類する

写真１　整理前のロッカー 写真２　整理前のロッカー
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Ⅱ . 準備作業段階

　ⅰ）Ⅰ . ⅴに従って、資料を区分分けする

　ⅱ）分類項目に当てはまらない資料を「未分類資料」として纏める

　ⅲ）封筒・ファイル・一紙資料を色別の整理ボックスに分類項目ごとに整理

　ⅳ）各整理ボックスに番号を付与していく

Ⅲ . 資料調査カード作成段階

　ⅰ）資料ごとに資料調査カードの作成

　ⅱ）自治労本部資料の資料目録の作成

※太字部分は未着手の作業である

この要領で整理作業を進め、ある程度整理できた状態が以下の写真３である。

自治労本部資料は、震災から 15 年しか経っていない

ため歴史資料の段階までいっていない資料である。言わ

ば、超が付く現代史史料である。そのため、整理手順や

その方法が定まっていない。また、時間が短いことで関

係者が存命であったり、行政資料で守秘義務等があった

りするため取り扱いも難しい資料である。資料の内容は

準公文書や報告書、マニュアル、メモ等多岐にわたる。

この作業は、現代史史料の整理の一定の基準になるもの

だと考えている。今後は、未着手となっている太字部分

の作業を進め、自治労中央本部資料の資料目録を完成さ

せる。

１－２．子どもたちへのメッセージ運動のメッセージ選定作業

子どもたちへのメッセージ運動 ( 以下メッセージ運動 ) は、2004 年４月に子どもたちに命の尊さと震災の教

訓を語り継ぐために始まった運動である。内容は、以下の通りである。

ⅰ . 市民にメッセージを募集

ⅱ . 集まったメッセージを市民ギャラリー展示

ⅲ . 冊子体に綴じ学校へ配布

2010 年３月に、神戸市役所主催の『子どもたちへのメッセージ集』に掲載するメッセージの選定作業をお

こなった。選定にあたって、①震災当時の様子、②自然の怖さ、③生きる大切さ、④感謝の気持ち ( 助け合い )、

⑤地震への備えの５点に焦点を絞り選定作業をおこなった。

その結果、震災の記憶を伝える作業の難しさを再度理解することになる。メッセージ運動は今年度で５年目

を迎える。初年度の投稿数が 1500 通だったのが２年目以降は投稿数が 800 通―500 通―160 通と激減してい

る。震災 15 年の節目の今年度は約 250 通のメッセージが集まったが初年度の５分の１である。このことから、

行政が一方的に何かを提示するアプローチ方法には限界があり、より震災の記憶を掘り起こすには、学生や市

民側へのアプローチが重要だということを認識した。

２．地震防災分野の地域での活動

２－１．大正筋商店街夏祭りのサポート

2009 年７月 18 日に神戸市長田区大正筋商店街内でおこなわれた夏祭りに露店を出店

写真３　整理後のロッカー
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２－２．長田区役所・六間道商店街共催の「潮汲み夏祭」のサポート

2009 年７月 26 日に神戸市長田区六間道商店街でおこなわれ「潮汲み夏祭」に参加

　この活動では、地域と連携することの意味を考えることができた。それは、大学が何かを提案して地域に刺

激を与えたり、何かを創造したりするのではなく、地域が何を望んでいるのか耳を傾けることが大事である。

私たちの活動する地域の声は、一緒に夜店を出店したり、一緒に踊ったりすることである。つまり、共に何か

をすること、共に働くことを望んでいる。大学と地域の連携とは、一緒に何かをやるということを発見するこ

とができた活動である。

３．震災関連研究成果発表のサポート

３－１．長田区役所「人・街・ながた震災資料室」主催「震災資料展」に水本ゼミの活動成果を展示サポート

2009 年 11 月 10 日から 11 月 17 日に「震災資料展」に水本ゼミの活動成果を「震災を学ぶ　震災から学

写真４　露店を運営する学生と露店で遊ぶ地域の子どもたち

写真５　うずしお連のメンバーが踊っているところ 写真６　うずしお連の方・学生・地域の子どもが

　　　　一緒になって踊っているところ
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ぶ―聞き取り調査の大切さ―「人・街・ながた震災資料室」との「協働」研究を通じて」と題して研究成果を

展示、発表した。展示物は、以下の五種類である。

①自治労職員の聞き取り調査の概要の展示

②長田区役所職員の聞き取り調査の概要の展示

③自治労職員聞き取り調査の文字起こし文書の展示

④４回生の研究内容の展示

⑤卒業論文、修士論文の展示

３－２．旧二葉小学校、町の文化祭での水本ゼミの展示

2009 年 11 月 15 日に旧二葉小学校の校舎を利用した地域に暮らす人々を対象とした文化祭での水本ゼミの

３回生の展示。展示の主な目的は、前述した地域活動への参加を通じて、来年度に震災関連及び地域に関連す

る卒業論文を書きたいと考えている学生が地域の方々に向けて意思表示をおこなうことにある。

　授業や学会活動、大学祭などの学生の ｢学び｣ や様々なキャンパスでの活動は大学の中で消費されているの

が現状である。私は、大学という一定の場所に限定

される「学び」の消費活動に少し疑問を感じる。な

ぜなら、地域から学んだことを大学で消化するだけ

に留まっているからである。そうではなく、もっと

積極的に大学の外 (= 地域 ) に出すことによって、初

めて地域と連携することにつながるのではないかと

この活動から認識することができた。

写真７　長田区役所職員の聞き取り調査の

　　　　展示の様子
写真８　卒業論文の展示の様子

写真９　潮汲み祭りの関係の展示
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まとめ

①震災を経験した神戸で震災関連史料にアプローチする大切さ

震災から 15 年という時間経過が浅いことは、個人情報の問題や PTSD といった心身面の問題で、やらなけ

ればならないことに対して行政の能力やキャパシティが追い付いておらず、震災資料へのアプローチがなおざ

りにされている現状が浮き彫りになった。それに対して、大学という場をフィールドに行政と連携することで、

自治労中央本部資料のように特殊なケースの資料にアプローチすることが可能となった。この資料自体にも様々

な難題はあるが、震災を知らない世代にどう伝えるのか、後世にどう残していくのかが重要である。震災を経

験した神戸で震災関連史料にアプローチする意味や大切さを認識することができた。

②大学と地域の連携

　大学が地域に対して一方的に何かを提案・創造するのではなく、地域が求めているものを発見し、そのニー

ズに答えることが重要である。大正筋商店街、六間道商店街においては、大学 ( 学生 ) と何かを一緒にするこ

とである。教授を含め学生が一緒になって地域の活動に参加する。これこそが大学の役割なのではないであろ

うか。小さいことでも十分に地域との連携、地域活性の役割を担うことができる示唆の形である。

③大学の活動と地域の結合

そもそも、大学の地域へのアプローチ方法は、サテライトキャンパスや地域ラボ、講演会に見られるように

地域を大学に引っ張り込むことである。もちろん、地域活動により取得した経験や成果も大学内で ｢学び｣ と

して消費されることが多い。では、その経験・成果を取得する場を提供した地域からみるとその「学び」の方

法は本当に連携といえるものなのか疑問である。大学と地域の結合とは、「学び」に限らず、大学の活動を積極

的に地域へ出すことで初めて連携が成り立つことが認識できた。そして、研究発表活動は、学生の「学び」を

地域へ還元する１つの方法であり、この還元が重要なのだと発見できた。
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1．はじめに

　明石市重要無形文化財「囃口流し（早口流し）」に関する調査報告

2．明石市大蔵谷地区の芸能

　稲爪神社を中心に芸能保存会→獅子舞（西之組、保存会）、

3．早口流し

　江戸時代より娯楽として

　獅子舞を年齢的に終えた人が継承（しかし、並行して行う人も；I 氏 46 歳→祭りにおいて幾つかの役）

　　演目（現在実際に演じられているもの）：うぐいす、けやり、扇の由来、山づくし、豊年づくし、赤いづく

し、魚づくし、福づくし（復活）

　　　　→旋律は単純だが節回しの複雑さ（三味線との間）

　　　　→基本上演形式（町回り以外の宮入など）：けやり [A] →～づくし→けやり [B] →～づくし→けやり

                  [C] →～づくし

　　　　→歌詞は明石に関係したものもあれば、全く関係のない歌詞もある

4．稲爪神社秋祭りー 2009 年 10 月を例に

　毎年 10 月第 2 日曜日に秋祭りが行なわれる。獅子舞は他の実践の場（公演など）が存在するが、早口流し

   は唯一の実践の場となっている。

　4 － 1．練習

　　9 月 25 日より毎日（19 時～ 21 時）、毎回 4 ～ 10 名の参加者、稲爪神社社務所にて繰り返して身体化→  

　　先輩から後輩へ（口承からテープへ）

　　芸の開発→演じやすく聴き栄えするように（後継者発掘を意識）

　　祭りに関する様々な話し合い→地域の長老格が多い

　4 － 2．町回り

　　10 月 10 日 10 時～ 18 時頃（昼休憩１時間弱）

　　うぐいす、山づくし、魚づくしを繰り返す（約 70 軒）

　　１軒１軒から「お花」を頂く→減少傾向。数年後には無くなるのではないか。地域の世代交代のため（会長談）。

　4 － 3．宮入奉納

　　10 月 10 日 19 時～ 20 時前（前後に獅子舞の奉納）

　　稲爪神社の前にて、全 13 演目

早口流し

明石大蔵谷地区の早口流し－稲爪神社秋祭りを通じて－

ポストドクトラルフェロー　米山　知子
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　　観客は獅子舞に比べ半分以下（歌詞を配布するなど工夫をこらす）

5．まとめ

　保存・復活→「伝統」にはこだわらず（「伝統とは変化するもの」を体現）

　後継者発掘→若年層と女性へ（地域の移り変わりを意識）
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兵庫県三木市における「市民」活動の変遷と現状

ポストドクトラルフェロー　太田　美帆

１．問題関心

市民と行政のパートナーシップが求められて久しい。ここで言われる「市民」は多くの場合、ある自治体の

域内で活動する団体、すなわち町内会・自治会、婦人会、子供会、PTA、各種ボランティア団体・NPO などの

団体を指す。これら「市民」による活動を「市民活動」と呼ぶ。

市民活動の活動領域は多岐にわたり、地方自治体の活動領域と重なる部分も多い。現在では地方自治体はそ

の役割遂行において市民活動の役割に期待している。一方で市民活動の側も活動する上で、資金やメンバー、

ノウハウや情報を得ることが課題となっており、現実には自治体のコーディネート組織や助成金に負うところ

が大きい。したがって両者にとって活動を行う上で、互いに役割分担し、協力関係を結ぶことは重要である。

本報告で考察対象とする兵庫県三木市では、現在、ボランティア団体や NPO などの活動を盛んにすべく制

度を整備している。新たな制度や態勢のもとで市民活動団体はどのように市と関係を結んでいるのであろうか。

現在の市民活動を過去の市民活動と対比させながら、市民と行政のパートナーシップの変遷と現状を明らかに

したい。

２．主なデータ

　・『広報みき』：第１号（1954/10）より入手可能（55 年間）

　・市民団体「小河家別邸の保存を考える会」での活動を通して得たデータ（4 カ月間）

イベント見学（2009/07 に 1 回）：活動概要について教えてもらう- 

運営委員会への参加（2009/08, 2009/09 に各 1 回）- 

別邸の寄贈に向けた市とのワーキンググループへの参加（2009/08 に 2 回）- 

活動- への参加（2009 年 9 月～ 11 月にかけて 6 回）

＝庭掃除、部屋の掃除、お茶の準備、会場準備、受付など

３．報告概要

　『広報みき』の記述にもとづいて三木市における市民活動を大きく３つの時期に分ける。第一期は「市民」が

育成される時期であり、1954 年から 1960 年代前半まで。第二期は行政活動の遂行過程に「市民」活動が組

み込まれている時期であり、1960 年代半ばから 1970 年代まで。第三期は「市民活動」が紹介されるように

なった時期（1980 年代）から始まる。

　一般的にイメージされる「市民活動」は三木市の広報では 1980 年代に現れる。広報からは市民活動期の前に、

市民育成期、プレ市民活動期があることが分かる。

　市民と市の関係について、第一期と第二期は区長連合会、婦人会、農協、商工会議所、行政委員会などの関

係者が市からは「市民」と見なされている。第三期に入ると文化活動やボランティア活動などの自主的組織で

活躍する人も市と共同で事業を行うようになっている。

　第一期から第三期まで常に「市民」として市と関わり続けてきた区長連合会を例にとると、第一期と第二期

は市からのお知らせを地域に伝え、地域内の調整を行う役割や、地域住民の陳情窓口という役割を果たしてい
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たことが広報から分かる。だが参与観察の結果、現在、区長連合会は市の各種事業を活用しながら、市内の

NPO や各種団体とともに主体的に地域の問題を解決するなど新たな動きをしていることが分かった（そして

その活動が広報で紹介されている）。
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心理学分野

2009 年 3・4月　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．第９回学術フロンティア　シンポジウムの開催
日時：2009 年 3 月 7 日（土）13:30 ～ 18:30

場所：15 号館 1 階 151I 教室

テーマ：2008 年度研究成果報告会 

司会：大塚成昭

第 1 部　分野別プレゼンテーション

　　　　　　　　・心理学分野からの２００８年度活動報告（担当：吉野）

　　　　第 2 部　PD・RA プレゼンテーション

PD：米山知子・具知瑛　　RA：光浪睦美・渡辺あづさ

２．神戸市・明石市教育委員会特別支援教育課依頼による巡回相談
　清水寛之教授

　① 2009 年 2 月 27 日（金）　神戸市立井吹東小学校（本年度２度目）午後 3 時 30 分～午後 5 時 30 分　巡回指導。

　渡辺五朗校長、楠原薫特別教育支援コーディネータ担当教諭ほかとの懇談。前回に訪問した際に意見交換を

　行った内容をもとに「発達障害と特別支援教育」と題して、全教職員を対象とした全体研修会の講師を務めた。

　② 2009 年 3 月 5 日（木）　神戸市立多聞東小学校　午前 8 時 30 分～午後 2 時　巡回指導。

江篭平光男（えごひら みつお）校長、経沢邦子（つねざわ　くにこ）特別教育支援コーディネータとの懇談

１年生と４年生の各２クラスの授業参観、担任を含む学年職員への指導助言と情報交換を行った。

　日高正宏教授

2009 年 3 月 12 日（木）午後、神戸市立垂水中学校へ特別支援の巡回相談に行き情報交換を行った。

３．「平成 21年度　まちの寺子屋師範塾」の企画会議
　　日時：2009 年 4 月 2 日（木）午後 5 時～午後 6 時 30 分

　場所：14 号館 4 階データ解析室 1

　出席者：人間心理学科　小石、吉野、日高、清水、前田、山上

　　　　　経営学部　中西のりこ

　　　　　栄養学部　大畑仁美

　　　　　広報・渉外グループ　末永部長、武田リーダー、西岡英子

　「平成 21 年度　まちの寺子屋師範塾」の企画案

　テーマ：「子どもの理解と子育て支援」

　趣旨：この講座は、兵庫県と大学が協力し、地域の子育て支援を進める「まちの寺子屋プロジェクト」の
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　一環として実施する。この講座では、発達心理学の基礎知識を中心に、最近の子ども事情、子どもとの関わ

　り方など、現代の子どもをめぐる環境について、さまざまな角度から情報を提供し、地域の子育て

に関わる人材の育成をめざす。

　日時：2009 年 10 月～ 12 月にかけて、６回の講座を開く。

　定員：20 名

４．2008 年度研究成果報告書の作成（吉野）
　　2009 年 4 月 10 日提出

５．2009 年度計画書の作成（吉野）
　　2009 年 4 月 10 日提出

5 月　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．「平成 21年度　まちの寺子屋師範塾」の企画会議
日時：2009 年 5 月 22 日（金）午後１時～午後 2 時 30 分

　場所：14 号館 4 階　心理学データ解析室 1

　出席者：人間心理学科　小石寛文、大日方重利、日高正宏、吉野絹子、清水寛之、山上栄子、

　　　　　　　　　　　　木村昌紀、山本恭子

　　　　　経営学部　中西のりこ

　　　　　栄養学部　大畑仁美

　　　　　広報・渉外グループ　武田益尚、西岡英子

■「平成 21 年度　まちの寺子屋師範塾」の企画案作成

全体テーマ：「子どもの理解と子育て支援」

各講義テーマ：

・第 1 回「子どもの心の発達を考える」清水寛之 ( 人文学部心理学科教授 )

・第 2 回「子どもの成長と大人の役割を考える」日髙正宏 ( 人学部心理学科教授 )

・第 3 回「絵本を読み聞かせる」中西のりこ ( 経営学部准教授 )

・第 4 回「子どもの食生活を考える」大畑仁美 ( 栄養学部専任講師 )

・第 5 回「カウンセリングマインドで子育てを支える」前田志壽代 ( 人文学部人間心理学科専任

講師 )

・第 6 回「地域での子育て支援を考える（討論）」小石寛文 ( 人文学部人間心理学科教授 )

開講日：10 月 19 日（月）から６回。午前 10 時 45 分～ 12 時 15 分。

定員：20 名（先着順）

開催場所：有瀬キャンパス 14 号館 6 階

申込受付期間：8 月 20 日（木）～ 10 月 2 日（金）

受講料：無料

申込み・お問合せ先

TEL：0778-974-5896/FAX：078-974-5904　企画部広報・渉外グループ

・本学ＨＰフロントライン 7 月で広報する。
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２．心理学領域の取り組みの打ち合わせ（吉野・小山）

日時：2009 年 6 月 17 日（水）午前 8 時～午前 8 時 30 分

　　「地域の心理的支援モデルの構築」のテーマで、兵庫県下での臨床的な援助の方法について共同研究を行う。

調査・面接などのリサーチを実施し、その結果に基づいて、具体的な支援や専門家の養成などの取り組み

を行う。教員ばかりではなく、大学院生のアクションリサーチも考える。

7 月　　　　　　　　　　　　　　　　

１．「平成 21年度　まちの寺子屋師範塾」の準備（別紙）　　　（小石・清水・吉野）
・本学ＨＰフロントライン 7 月で広報

２．フォーラム「地域に根ざした心理臨床」への協力（別紙）　（日高・小山・吉野）
・日時：2009 年 7 月 11 日（土）午後 1 時～午後 4 時 30 分

・場所：神戸学院大学 15 号館 1 階 151M 教室

　大学院人間文化学研究科臨床心理士第一種指定校　指定記念フォーラムが心理臨床カウンセリングセン

ター主催で開催された。参加者 90 名度で、盛会だった。

9・10 月
　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．神戸市・明石市教育委員会特別支援教育課依頼による巡回相談
■小石寛文教授

　２００９年９月１５日日（火）神戸市立出合小学校　午前９時～午後２時３０分まで

　校長から子どもたちの様子を聞いた後、１年生３学級の授業参観。その後、１年生の担任とコーディネータ

　ーの先生との話し合い。続いて、午前中に、６年生３学級の授業参観、及び４年生３学級の授業参観（これ

　は運動会の練習風景）。午後、６年生の学級担任とコーディネーターの先生との話し合い。引き続き４年生の

　担任とコーディネーターの先生との話し合い。

　■大日方重利教授

　２００９年８月２８日（金）神戸市立宮本小学校　午前１０時～１２時

　授業参観及び学級担任とコーディネーターの先生との話し合い。

２．「平成 21年度　まちの寺子屋師範塾」の打ち合わせ及び実施
　　９月から１０月にかけて、上記の広報、及び受講生の受付等に関し、広報・渉外グループ　西岡英子さんと、

　数度にわたり打ち合わせを行った。

　定員は２０名を予定していたが、大変好評で２０代から７０代に渡る３５名の希望者があり、全員受け入

　れた。

　　第１回が 10 月 19 日（月）に行われ、経験もあり熱心な受講生が多かった。

　

　実施は以下の日程で行う。

　各講義テーマ及び開講日時：各回　午前 10 時 45 分～ 12 時 15 分。
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　・第 1 回 10 月 19 日（月）「子どもの心の発達を考える」清水寛之 ( 人文学部心理学科教授 )

　・第 2 回 10 月 26 日（月）「子どもの成長と大人の役割を考える」日髙正宏 ( 人学部心理学科教授 )

　・第 3 回 11 月  9 日（月）「絵本を読み聞かせる」中西のりこ ( 経営学部准教授 )

　・第 4 回 11 月 16 日（月）「子どもの食生活を考える」大畑仁美 ( 栄養学部専任講師 )

　・第 5 回 11 月 30 日（月）「カウンセリングマインドで子育てを支える」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前田志壽代 ( 人文学部人間心理学科専任講師 )

　・第 6 回 12 月 7 日（月）「地域での子育て支援を考える（討論）」小石寛文 ( 人文学部人間心理学科教授 )

３．学会での発表及び参加
■日本教育心理学会第 51 回大会に出席・報告　（担当：清水・吉野・石野・若林）

　日時：2009 年 9 月 20 日 （日）～ 22 日（火・祝）

　場所：東京学芸大学（小金井キャンパス）

　　　　①清水寛之・吉野絹子・石野陽子・若林　亮

　　　　　　「教員からみた子どもの成長・発達に関する諸問題 (17)

         　　　　　  ― 現在の子どものイメージに関する自由記述反応の下位分類 ―」

　②吉野絹子・石野陽子・若林　亮・清水寛之

　　　　　　「教員からみた子どもの成長・発達に関する諸問題 (18)

         　　　　　  ― 教育対象の年齢層別にみた子どもを取り巻くリスクの過去・未来 ―」

　③石野陽子・若林　亮・清水寛之・吉野絹子

　　　　　　「教員からみた子どもの成長・発達に関する諸問題 (19)― 教員罪障感の対処法 ―」

11 月　　　　　　　　　　　　　　　　

１．神戸市・明石市教育委員会特別支援教育課依頼による巡回相談
■小石寛文教授

2009 年 11 月 2 日（月）　神戸市立出合小学校、午前 9 時 20 分～午後 2 時 15 分

平井校長との打合せのあと、2 年生 3 クラスの授業参観と 2 年生担任とコーディネーター（菜切教諭）と

の懇談。続いて 5 年生 3 クラスの授業と保健室指導の児童の参観をおこなう。その後 3 年生 4 学級の授業参観。

午後は、5 年生の担任とコーディネーター（菜切教諭）との懇談、3 年生の担任とコーディネーター（菜切教諭）

との懇談、及び 1 年 1 組の授業参観。

■日高正宏教授

2009 年 10 月 26 日（月）神戸市立長坂小学校

2009 年 11 月 9 日（月）神戸市立　高取台中学校に巡回相談

２．「平成 21年度　まちの寺子屋師範塾」の実施
　　以下の第１回から第３回までが終了した。　

　・第 1 回 10 月 19 日（月）「子どもの心の発達を考える」清水寛之 ( 人文学部心理学科教授 )

　・第 2 回 10 月 26 日（月）「子どもの成長と大人の役割を考える」日髙正宏 ( 人学部心理学科教授 )

　・第 3 回 11 月  9 日（月）「絵本を読み聞かせる」中西のりこ ( 経営学部准教授 )

　・第 4 回 11 月 16 日（月）「子どもの食生活を考える」大畑仁美 ( 栄養学部専任講師 )

　・第 5 回 11 月 30 日（月）「カウンセリングマインドで子育てを支える」
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前田志壽代 ( 人文学部人間心理学科専任講師 )

　・第 6 回 12 月 7 日（月）「地域での子育て支援を考える（討論）」小石寛文 ( 人文学部人間心理学科教授 )

３．心理学分野研究講演会（2009 年度第１回）の計画・準備
テーマ：「臨床現場での心理的サポートのありかた」

日　時：2009 年 12 月 2 日（水）15：00 ～ 17：00　

場　所：神戸学院大学 14 号館 6 階　心理学大実験実習室１

講　演：

　　①講 師：小久保香江先生（森の宮病院）

　題 目：「脳とこころの関係　～前頭葉－皮質下神経回路損傷と認知・行動障害～」

　　②講 師：難波　愛先生（環太平洋大学）

   題 目：「学校臨床心理士の活動からみえてきたもの」

　　☆心理学分野研究講演会（2009 年度第 2 回）の準備を、12 月 21 日（月）の日程で進めている。

　　☆心理学分野シンポジウムの準備を、2009 年１月 23 日（土）の日程で進めている

1 月　　　　　　　　　　　　　　　

１．心理学分野研究講演会（2009 年度第 2回）の実施
							テーマ：「臨床現場での心理的サポートのありかた」

       日　時：2009 年 12 月 21 日（月）14：30 ～ 18：00　

　　場　所：神戸学院大学 14 号館 6 階　心理学大実験実習室１

　　講　師：道城　裕貴　先生（上越教育大学）

　　講演題目：「学校現場における特別な支援を必要とする子ども達へのサポート」

２．心理学分野シンポジウム（2009 年度）の計画・準備
　			テーマ：「特別支援教育における言語・コミュニケーションの支援－臨床発達心理学からのアプローチ－」  

       日　時：2010 年 1 月 23 日（土）13：30 ～ 16：30　

　　場　所：神戸学院大学 14 号館 6 階　心理学大実験実習室１

　　シンポジスト：　安達セツ子 先生（兵庫県立特別支援教育センター指導主事）

　　　　　　　　　　宮澤　賢二 先生（兵庫県立いなみ野特別支援学校支援部教諭）

        　　　　　　　   廣嶌　忍　 先生（岐阜大学教育学部准教授）

　　指定討論者：　　秦野　悦子 先生（白百合女子大学文学部教授）

　　司　　　会：　　小山　正 先生（神戸学院大学人文学部教授）

　　　　　

３．神戸市・明石市教育委員会特別支援教育課依頼による巡回相談
							■清水寛之教授

　　　2009 年 11 月 26 日（木）　神戸市立竜が台小学校　午前８時３０分～午後２時　巡回指導。

　　小林昌人校長、藤原高広教頭、藤原広子特別教育支援コーディネータ担当教諭との懇談。１年生、２年生、

　　３年生の各１クラスの授業参観、担任を含む学年職員への指導助言と情報交換。

 

　　■石崎淳一教授
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　　　① 2009 年 11 月 27 日（金）　明石市立人丸小学校　午後３時～午後５時３０分 巡回指導。

　　　対象児童をめぐって、学校長、教頭、担任、特別支援学級担当教員、教育委員会指導主事を交えての

　　　会議を実施した。当初、対象児童および保護者が来る予定であったが、変更となった。対象児童が神

　　　戸学院大学心理臨床カウンセリングセンターに通っているため、その状況を学校側に伝え、また学校

　　　での様子について説明を聞き、今後の学校での対応の仕方について協議した。

　　　② 2009 年 12 月 14 日（月）　神戸市立乙木小学校　午後３時３０分～午後６時 巡回指導。

　　　校長と懇談のあと、特別支援コーディネーター担当教員と会い、その後、教員を対象とした特別支援

　　　教育研修として、ケース検討会議をおこなった。校長以下、参加可能な全ての教員が参　加した。事

　　　前に依頼していた資料をもとに２事例について検討した。その後、校長や対象児童の担任教員との話

　　　し合いを行った。

2 月　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．心理学分野シンポジウム（2009 年度）の実施
　　テーマ：「特別支援教育における言語・コミュニケーションの支援

－臨床発達心理学からのアプローチ－」

　　日　時：2010 年 1 月 23 日（土）13：30 ～ 16：30　

　　場　所：神戸学院大学 14 号館 6 階　心理学大実験実習室１

　　シンポジストと題目：　

　　　安達セツ子 先生（兵庫県立特別支援教育センター指導主事）

　　　　　「特別支援教育における言語・コミュニケーション支援」

　　　宮澤　賢二 先生（兵庫県立いなみ野特別支援学校支援部教諭）

　　　　　「自閉症児へのコミュニケーション指導」

     　   廣嶌　忍　 先生（岐阜大学教育学部准教授）

　　　　　「吃音のある子どもの自己のとらえ方と支援」

　　指定討論者：秦野　悦子 先生（白百合女子大学文学部教授）

　　司　　　会：小山　正 先生（神戸学院大学人文学部教授）

　　　　　

２．山鳥重教授最終ご講義の計画・準備
　　講　師：山鳥　重　教授（神戸学院大学人文学部人間心理学科教授）

　　テーマ：「こころの仕組み－知・情・意の世界－」

　　日　時：2010 年 3 月 17 日（水）15：00 ～ 16：30　

　　場　所：神戸学院大学 14 号館 6 階　心理学大実験実習室１

３．神戸市・明石市教育委員会特別支援教育課依頼による巡回相談
　			■清水寛之教授

　　　① 2010 年 1 月 28 日（木）午前 8 時半～午後 1 時

　　神戸市立竜が台小学校。巡回相談。小林昌人校長、藤原高広教頭、藤原広子特別教育支援コーディネ

　　ータ担当教諭との懇談。１年１組、２年１組、３年１組の計３クラスの授業参観。担任教諭への指導

　　助言と情報交換。

　   ② 2010 年 2 月 4 日（木）午前 8 時半～午後 1 時半

　           神戸市立井吹東小学校。巡回相談。土井敏史教頭、布施谷妙子特別教育支援コーディネータ担当教諭
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              との  懇談（校長は出張のため不在）。１年１組、１年５組、３年１組、３年２組、３年５組の計５ク

　　       ラスの授業参観。担任教諭への指導助言と情報交換。

　  ■小石寛文教授

2010 年 2 月 4 日（木）1 時 30 分～午後 5 時 15 分

  神戸市立高津橋小学校。巡回相談。担当者小野晃弘校長、関田聖和教諭とともに、４年１組～４組、５

   年１組～５組、６年１組～４組の授業を参観。授業後、４年生、５年生、６年生の担任と子どもについ

   ての意見交換をする。

　  ■大日方重利教授

 2010 年 1 月 26 日（火）午後 1 時 30 分～午後 5 時

　 神戸市立宮本小学校にて巡回相談実施。
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芸術学分野

2009 年 5～ 7月

○桑島担当

【その１】

日時：５月２０日

場所：ART ZONE（京都市中京区河原町三条下ル一筋目東入ル大黒町 44　 VOX ビル）

内容：アート・トーク・セッション「神山がはじめたこと。神山からはじまること。」参加

【その２】

日時：５月 22 日

場所：大石久可也アート山美術館（〒 656-2301 兵庫県淡路市楠本 2159 番地）

内容：聞き取り調査の打ち合わせ

【その３】

日時：６月 18 日

場所：大石久可也アート山美術館（〒 656-2301 兵庫県淡路市楠本 2159 番地）

内容：聞き取り調査

【その他】

11 月 14 日　研究講演会ライブ　「ストレート・アヘッドなジャズの今」宮下博行トリオ決定

音響効果抜群のメモリアルホールで行います。

○中山、伊藤担当

「天国の隣」上演について

　① 7 月 7 日　修正校到着

　② 7 月 21 日　修正校翻訳終了、ごま氏に提出

　③大学上演チラシ作成（伊藤）12 月 21 日、17:00 上演

　④神戸アートビレッジセンターは 12 月 26 日、27 日上演

　⑤現在、喩栄軍氏訪日交渉結果待ち

　⑤喩栄軍氏の上演交渉契約の必要
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8 ～ 9月　

○桑島担当

※アート山美術館インタビュー調査

アート山美術館の設立経緯や魅力の源泉などについて、NPO 法人アート山を創る会の理事長である画家大石可

久也氏をはじめ、大石鉦子氏やアクティブなボランティアの方々にインタビュー調査を重ねている。現在、ほ

ぼ調査は終わり、今年度中に報告書としてまとめるべく、作業中である。

※アフリカン・パーカッション「セネガル・サバールの響き」、ウィリアム・メレル・ヴォーリズ展　フィール

ドワーク

音楽や芸術・文化をテーマとした町興しイベントで、ユニークなものについて、実地調査を行なっている。近

江八幡で行なわれたヴォーリーズ展は、実際のまち全体を展示会場として、歴史的な町並みと、そこに点在す

るヴォーリズ建築群を回遊という日本で初めての試みであり、中高年ボランティアが運営主体になるなど、示

唆に富んだ内容であった。

8 月 12 日

NPO 法人アート山を創る会事務局（淡路）　大石鉦子氏・木村みつ子氏　インタビュー調査

8 月 22 日

アフリカン・パーカッション「セネガル・サバールの響き」（吹田）　イベント実施状況調査

8 月 28 日

NPO 法人アート山を創る会事務局（淡路）　湊布佐子氏・藤田康臣氏　インタビュー調査

9 月４日

アート山美術館（淡路）　大石可久也氏　インタビュー調査

9 月 10 日

長谷川記念館（東京）　長谷川清一氏　インタビュー調査

※アート山美術館関係者

10 月 10 日～ 11 日

ウィリアム・メレル・ヴォーリズ展　in 近江八幡　イベント実施状況調査

11 月 14 日　

　第 24 回研究講演会「ヨーロッパのジャズを聴く秋」開催

○中山、伊藤担当

「天国の隣」上演について
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　①    9 月 19 日、上海にて喩栄軍氏より上演許可をもらう。

　②    同日、ごま氏からの質問について、回答。

　③   10 月 16 日、京都で台本リーディングについてごま氏と打ち合わせ。

　④   10 月 29 日リーディング用チラシ作成

　⑤   10 月 29 日 15:00-19:30　メモリアルホール下見、953 教室にて「天国の隣」リーディング

　⑥   10 月 31 日兵庫勤労市民ホールにて発起塾神戸ライト発表会観劇。

　⑦   11,12 月中にニットキャップのワークショップと公開稽古を予定。

　⑧   11 月 8 日、「天国の隣」KAVC 上演チラシ広告文作成提出

11 ～ 1月　

○中山、伊藤担当

「天国の隣」上演についてニットキャップシアターとの共同研究

　①   11 月 11 日　メモリアルホールにて稽古

　②   11 月 26 日　メモリアルホールにて稽古

　③   12 月 2 日　メモリアルホールにて公開稽古

　④   12 月 3 日　メモリアルホールにて稽古

　⑤   12 月 9 日　フィットネスルームにてワークショップ

　⑥   12 月 14 日　メモリアルホールにて稽古

　⑦   12 月 20 日　作者喩栄軍氏来日、打ち合わせ

　⑧   12 月 21 日　メモリアルホールにて「天国の隣」上演

　⑨   12 月 22 日　本学にて喩栄軍氏公演「上海現代劇の現状と私の作品」

　⑩   12 月 23 日　DIVE にて喩栄軍氏と関西小劇場主催者とのシンポジウム「関西から上海へ」

　⑪   12 月 26,27 日　KAVC にて「天国の隣」上演
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文化人類学分野

2009 年４月

１．活動記録
　　4 月 14 日（火）　   文化人類学分野打ち合わせ　16:45 ～ 18:30

 参加者：寺嶋秀明，早木仁成，米山知子，菅谷和沙

　　　　　　　　　　　内容：学術フロンティア文化人類学分野の打ち合わせ

　　4 月 25 日（土） ナイル・エチオピア学会　公開シンポジウム　13:00 ～ 18]30

 参加者：岩谷洋史

　　 内容：「映像を用いた地域との連携の可能性」についての発表

　　4 月 28 日（火） 文化人類学分野打ち合わせ　16:45 ～ 18:00

 参加者：寺嶋秀明，早木仁成，五十嵐真子，米山知子，菅谷和沙

 内容：本年度（最終年度）の文化人類学分野の活動の打ち合わせ

　　

２．活動概要
　　①打ち合わせ

　　　最終年度のため，とりまとめの方向で活動をおこなう。具体的には，これまで集めてきた映像のデータ

　　　ベースの実用化である。さらに，これまで主に PD によって 2 つの保存会の獅子舞に関しての具体的調

　　　査がおこなわれてきたが，早口流しに関しては詳細な調査はおこなわれていない。そのため，本年度は

　　　PD の米山が具体的に調査し，芸の記録（データベース化のための撮影録音とともに，芸に対する認識の

　　　聞き取りや譜面化など）をおこなう。

　　② 2008 年度報告書作成

　　　今年度 2 回おこなった講演会の内容とともに，それぞれの活動（酒造り，祭礼調査，獅子舞，データベー

　　　ス）に関する報告書を作成中である。

 

5・6月

１．活動記録
　　5 月 12 日（火）　   打ち合わせ　16:45 ～ 18:00

 参加者：寺嶋秀明，早木仁成，五十嵐真子，米山知子

 内容：学術フロンティア文化人類学分野の活動に関する打ち合わせ

　　5 月 26 日（火）    　打ち合わせ　16:45 ～ 18:00

 参加者：寺嶋秀明，早木仁成，五十嵐真子，米山知子

 内容：学術フロンティア文化人類学分野の活動に関する打ち合わせ
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　　6 月 5 日（金） 芸能調査　17:00 ～ 18:30

 参加者：寺嶋秀明，米山知子

 内容：学術フロンティア文化人類学分野における芸能調査（稲爪神社）

　　6 月 12 日（金）～ 13 日（土）　 映像研究会に参加　12 日 13:00 ～ 13 日 16:00

 参加者：米山知子

 内容：学術フロンティア文化人類学分野で予定している後期企画に関する情報収集

　　6 月 23 日（火） 打ち合わせ　17:30 ～ 20:00

 参加者：寺嶋秀明，早木仁成，五十嵐真子，米山知子

 内容：学術フロンティア文化人類学分野の活動に関する打ち合わせ

　　

２．活動概要
　　①打ち合わせ

　　　文化人類学分野では，後期に映像を利用した市民向け連続講座を企画している。

　　②芸能調査（早口流し）

　　　稲爪神社にて，早口流しに関する聞き取り調査をおこなった。宮司の菅谷氏より，大体の歴史や保存会

　　　組織，歌詞についてお聞きした。今後 PD の米山が，早口流し保存会メンバーへの聞き取り調査を順次

　　　おこない，早口流しの現状と保存について研究を進めていく。

　　③ 2008 年度報告書作成

　　　今年度 2 回おこなった講演会の内容とともに，それぞれの活動（酒造り，祭礼調査）に関する報告書も

　　　作成中である。

6・7月

１．活動記録
　　6 月 29 日（月）　   地域産業調査　13:00 ～ 18:00

 参加者：岩谷洋史，米山知子

 内容：文化人類学分野における研究活動の一環としての地域産業調査

　　6 月 30 日（火） 打ち合わせ　16:45 ～ 18:00

 参加者：寺嶋秀明，早木仁成，五十嵐真子，米山知子

　　 内容：学術フロンティア文化人類学分野の活動に関する打ち合わせ

　　7 月 8 日（水） 祭礼調査と聞き取り調査　1800 ～ 20:50

 参加者：米山知子

 内容：稲爪神社の茅の輪神事と「早口流し」に関する聞き取り調査

　　7 月 14 日（火） 打ち合わせ　16:45 ～ 18:30

 参加者：寺嶋秀明，早木仁成，五十嵐真子，米山知子

　 内容：学術フロンティア文化人類学分野の活動に関する打ち合わせ

　　7 月 17 日（金）　   祇園祭　9:30 ～ 19:00

 参加者：米山知子

 内容：学術フロンティア文化人類学分野の祭礼調査との比較のための調査

　　 　　

２．活動概要
　　①打ち合わせ
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　　　文化人類学分野では，後期に企画している映像を利用した市民向け連続講座に関する打ち合わせをおこ

　　　なった。

　　②祭礼調査

　　　稲爪神社の夏祭り（茅の輪神事）の調査をおこなった。神事は例年通り滞りなくおこなわれた。境内に

　　　は出店が多く出ていたが，金券を使い果たした子どもたちが帰宅する 8 時前にはお開きとなっていた。

　　　神事終了後は氏子が社務所に集まり，今後の夏祭りのあり方，PD 米山への秋祭りの神戸学院の学生への

　　　参加の要請など，いくつかの議題に関する話し合いがおこなわれた。

　　③芸能調査「早口流し」

　　　今回は，早口流し保存会最高齢である池田氏より話を伺った。始めるきっかけ，歌詞の内容，保存会創

　　　設までの経緯，保存会以前の早口流しの状況，など。今後，他の保存会メンバーにも同様の聞き取りを

　　　おこなうとともに，宮司である菅谷氏とメンバーの方々との合意，相談のもと撮影，録音をおこなう。

　　④ 2008 年度報告書作成

　　　今年度 2 回おこなった講演会の内容とともに，それぞれの活動（酒造り，祭礼調査）に関する報告書も

　　　引き続き作成中である。

7 ～ 10 月

１．活動記録
　　7 月 24 日（金）　   祭礼調査　17:00 ～ 20:00

 参加者：寺嶋秀明，岩谷洋史，米山知子

 内容：文化人類学分野における研究活動の一環としての祭礼調査（休天神社）

　　7 月 31 日（金） 打ち合わせ　15:00 ～ 18:00

 参加者：寺嶋秀明，五十嵐真子，米山知子，吉本康子，長沼さやか，中井信介

　　 内容：文化人類学分野の研究活動の一環としての祭礼調査に関する打ち合わせ

　　8 月 31 日（月）～ 9 月 4 日（木）   映像合宿参加

 参加者：米山知子

　 内容：より高度な映像編集技術習得のための実習参加および後期企画に関する情報収

　　　　　　　　　　　　　　集

　　9 月 9 日（水）　     打ち合わせ　14:00 ～ 18:00

 参加者：川村清志，米山知子

　　9 月 12 日（土）　　地域産業調査

 参加者：岩谷洋史

　　 内容：文化人類学分野における研究活動の一環としての地域産業調査

　　9 月 20 日（日） 祭礼調査　9:00 ～ 12:00

 参加者：岩谷洋史

 内容：大蔵谷西之組獅子舞保存会の地車の入魂式

　　9 月 22 日（火）　　祭礼調査　10:00 ～ 13:00

 参加者：寺嶋秀明，五十嵐真子，米山知子

　　 内容：大蔵谷獅子舞保存会　三神の面の入魂式

　　9 月 26 日（土） データベース班打ち合わせ　16:00 ～ 23:00

 参加者：大崎雅一，森下淳也，岩谷洋史

 内容：投稿用論文概要作成
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　　10 月 2 日（金） 芸能調査　19:00 ～ 21:00

 参加者：米山知子

 内容：明石市重要無形文化財「早口流し」の調査

　　10 月 7 ～ 8 日（水～木）　芸能調査　19:00 ～ 21:00

 参加者：米山知子

 内容：明石市重要無形文化財「早口流し」の調査

　　10 月 9 日（金） 芸能調査　18:00 ～ 21:00

 参加者：米山知子

 内容：明石市重要無形文化財「早口流し」の大ならしの調査

　　10 月 10，11 日（土日）

 祭礼調査　10:00 ～ 22:00

 参加者：寺嶋秀明，米山知子

　　　　

２．活動概要
　　①打ち合わせ

　　　今回は，10 月 10，11 日に予定されている稲爪神社の秋祭りの当日の予定及び神事撮影の際の注意点な

　　　どに関して，共同研究員の川村氏，非常勤講師の方々を交えて打ち合わせをおこなった。

　　②祭礼調査　

　　　休天神社の夏祭りの調査をおこなった。神事は例年通り滞りなくおこなわれた。境内には昨年同様出店

　　　が多く出ており，人でも非常に多く見られた。

　　　稲爪神社の秋祭りの調査をおこなった。今年はインフルエンザなどの影響もあったが，滞りなく執り行

　　　われ，学生神輿も盛況であった。両祭礼ともに撮影をおこなった。

　　③ホームページ更新

　　　文化人類学分野 HP を新しくし，随時情報を更新している。10 月から始まる公開講座の情報も追加した。

　　⑤公開講座の準備

　　　10 月から 2 月まで毎月 1 回土曜日に，一般向けに「地域と学ぶ　マルチメディアでつくる自分史」（写

　　　真によるスライドショー制作）と題した公開講座を開講する。その準備および広報活動をおこなっている。

　　⑥ 2008 年度報告書作成

　　　今年度 2 回おこなった講演会の内容とともに，それぞれの活動（酒造り，祭礼調査，データベース作成）

　　　に関する報告書も引き続き作成中である。

10 ～ 11 月

１．活動記録
　　10 月 23 日（金） 打ち合わせ　13:00 ～ 16:00

 参加者：川村清志，米山知子

 内容：文化人類学分野における研究活動の一環としての祭礼調査に関する打ち合わせ

　　10 月 31 日（土） 公開講座　13:30 ～ 16:30

 参加者：米山知子 

 内容：文化人類学分野の研究活動の一環としての第 1 回目公開講座の開催

　　

２．活動概要
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　　①打ち合わせ

　　　今回は，10 月 10，11 日におこなわれた稲爪神社の秋祭りに関する映像についての打ち合わせをおこなっ

　　　た。

　　②公開講座の開催

　　　公開講座「マルチメディアでつくる自分史」の第一回目を実施した。参加者は少人数であったため，比

　　　較的それぞれのニーズに対応した指導ができると感じた。しかし，全 5 回でパソコンの全くの初心者に

　　　スライドショーを完成させるためには，相当な準備が必要である。

　　③ 200 年度報告書作成

　　　昨年度 2 回おこなった講演会の内容とともに，それぞれの活動（酒造り，祭礼調査，データベース作成）

　　　に関する報告書も引き続き作成中である。ほぼ完成に近づいている。

12 ～ 2月

１．活動記録
　　12 月 5 日（土）　  学術フロンティア・シンポジウム

 参加者：寺嶋秀明，米山知子

 内容：学術フロンティアシンポジウムでの 2007 年度から 2009 年度文化人類学分野

　　　　　　　　　　　　　　の活動報告

　　12 月 12 日（土）　 公開講座　13:30 ～ 16:30

　　　　　　　　　　　参加者： 米山知子

　　　　　　　　　　　内容： 文化人類学分野の研究活動の一環としての第 3 回目公開講座の開催

　　12 月 19 日（土） 人文科学とコンピューターシンポジウム

 参加者：岩谷洋史

　　 内容：文化人類学分野の研究活動の一環としてデータベース班の研究発表

　　12 月 31 日（木）～ 1 月 1 日（金）

 地域産業調査

 参加者：岩谷洋史

 内容：文化人類学分野の研究活動の一環としての地域産業調査（茨木酒造）

　　1 月 9 日（土） 公開講座　13:30 ～ 16:30

 参加者：米山知子

 内容：文化人類学分野の研究活動の一環としての第 4 回目公開講座の開催

　　1 月 10 日（日） 祭礼調査

 参加者：米山知子

　 内容：文化人類学の研究活動の一環としての祭礼調査（えびす祭）

　　1 月 16 日（土）　  地域産業調査

 参加者：岩谷洋史

 内容：文化人類学分野の研究活動の一環としての地域産業調査（茨木酒造）

　　1 月 17 日（日）　　地域産業調査

 参加者：岩谷洋史

 内容：文化人類学分野の研究活動の一環としての地域産業調査（茨木酒造）

　　1 月 18 日（月） 打ち合わせ　11:00 ～ 17:00

 参加者：米山知子
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 内容：文化人類学分野の研究活動の一環としての民族誌映像制作のための打ち合わせ

　　1 月 19 日（火） 打ち合わせ　10:00 ～ 18:00

 参加者：岩谷洋史，米山知子

 内容：文化人類学分野報告書など作成のための打ち合わせ

　　1 月 29 日（金） 打ち合わせ　10:00 ～ 18:00

 参加者：岩谷洋史，米山知子

 内容：文化人類学分野報告書など作成のための打ち合わせ

　　1 月 30 日（日） 地域産業調査

 参加者：岩谷洋史

 内容：文化人類学分野の研究活動の一環としての地域産業調査（茨木酒造）

　　2 月 1 日（月） 打ち合わせ　10:00 ～ 18:00

 参加者：岩谷洋史，米山知子

 内容：文化人類学分野報告書など作成のための打ち合わせ

　　2 月 1 日（月） 公開講座　14:00 ～ 16:30

 参加者：米山知子

 内容：文化人類学分野の研究活動の一環としての講座の補講

　　2 月 5 日（金） 打ち合わせ　10:00 ～ 18:00

 参加者：岩谷洋史，米山知子

 内容：文化人類学分野報告書など作成のための打ち合わせ

　　2 月 9 日（火） 打ち合わせ　10:00 ～ 18:00

 参加者：岩谷洋史，米山知子

 内容：文化人類学分野報告書など作成のための打ち合わせ

　　2 月 13 日（土） 公開講座　13:30 ～ 16:30

 参加者：米山知子，寺嶋秀明，早木仁成，五十嵐真子

 内容：文化人類学分野の研究活動の一環としての第 5 回目公開講座の開催

 

２．活動概要
　　①打ち合わせ

　　　報告書および写真集作成についての打ち合わせをおこなった。

　　②公開講座の開催

　　　公開講座「マルチメディアでつくる自分史」が終了した。参加者は少人数であったため，比較的それぞ

　　　れのニーズに対応した指導ができたと感じた。しかし，全 5 回でパソコンの全くの初心者にスライド　

　　　ショーを完成させるためには，相当な準備が必要であったため，1 回の補講をおこなった。それぞれの「自

　　　分史」が完成し，その制作過程におけるコミュニケーションの重要性を感じ，また，参加者の今後の生

　　　活に技術の還元ができたことも確信した。

　　③ 2008 年度報告書

　　　昨年度 2 回おこなった講演会の内容とともに，それぞれの活動（酒造り，祭礼調査，データベース作成）

　　　に関する報告書が完成した（印刷中）。

　　④写真集作成

　　　文化人類学分野のこれまでの活動を記録した写真集を作成中である。

　　⑤地域産業調査

　　　引き続き茨木酒造での参与観察をおこなった。吟醸造りもピークになっている。昨年度と異なった作り

　　　方をおこなっており，作り手の試行錯誤の様子がうかがえた。
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2009 年 4月

4 月 8 日（水）

　2009 年度活動方針に関する打ち合わせ（春日，矢嶋）

4 月 13 日（月）

　2009 年度活動方針に関する打ち合わせ・続き（春日，矢嶋）

4 月 20 日（月）

　山形県訪問に関する打ち合わせ（春日，矢嶋）

4 月 27 日（月）

　山形県の酒造に関する資料作成，打ち合わせ（春日，矢嶋，具）

その他・・・PD 採用に関する諸手続きを進める

5 月
5 月 4 日（月）

　山形県酒造組合等の訪問に関する打ち合わせ（春日，矢嶋，竹安）

5 月 8 日（金）・9 日（土）

　山形県酒造組合，工業技術センター，酒造メーカー訪問（春日，矢嶋，竹安）

5 月 15 日（金）

　兵庫県多可町坂本地区に手酒米農家調査の打ち合わせ（春日，矢嶋，竹安）

5 月 17 日 ( 日 )　終日

　三木市における町おこしに関する現地調査 ( 矢嶋、具 )

5 月 18 日 ( 月 )　PM5:00-6:30

　夏期調査の打ち合わせ ( 春日・矢嶋 )

地域社会学分野
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5 月 18 日～ 22 日　終日

　酒造メーカの聞き取りデータの校正 ( 具 )

5 月 25 日～ 27 日　終日

　三木市、「日月クラブ」の聞き取りデータの整理と原稿作成

5 月 28 日 ( 木 )　PM17:00-17:40

　フロンティア会議 ( 春日 )

6 月
6 月 1 日 ( 月 )　PM5:00-6:00

　研究打ち合わせ ( 春日・矢嶋 )

6 月 12 日 ( 金 )　AM11:00-13:00

　ＰＤ選考作業 ( 春日 )、研究打ち合わせ ( 春日・矢嶋 )

6 月 17 日 ( 水 )　PM15:00-16:30

　ＰＤ面接 ( 春日・矢嶋 )

6 月 19 日 ( 金 )　終日

　JA みのり、JA 兵庫みらい、富久錦酒造、酒米研究センター訪問 ( 春日・竹安 )

6 月 22 日 ( 月 )　PM5:30-7:00

　研究打ち合わせ ( 春日・矢嶋 )

その他・・・ＰＤ採用に関する諸手続きを進める

6・7月

Ⅰ．活動概要
１．多可町中区坂本地区の調査（8/9-8/11）の準備

２．明石市、神戸市（垂水区、長田区）三木市、三田市の現地調査

３．垂水商店街・夏祭りについての情報収集

４．原稿のとりまとめ

Ⅱ．活動内容

6 月 23 日 ( 火 )　17:00-17:40

　フロンティア会議 ( 春日 )
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6 月 27 日 ( 月 )　17:45-18:40

　研究打ち合わせ ( 春日・矢嶋 )

7 月 1 日 ( 水 )　

　業務の説明。研究テーマおよび調査地の検討 ( 春日、矢嶋、太田 ) 。

　時間：13:30-15:00

7 月 5 日（日）　終日

　兵庫県立人と自然の博物館の訪問（矢嶋、太田）。

　三田市の市民活動についての現地調査（矢嶋、太田）。

7 月 7 日（火）

　明石市の花卉生産に関する資料のコピーと整理（太田）。

　小野酒造への原稿送付（太田）。

7 月 8 日（水）

　多可町中区坂本地区の住宅地図のコピー、『明石市統計書』のデータ確認（太田）。

　三木市の調査候補地についての打ち合わせ（矢嶋、太田）。

　時間：17:20-17:50

7 月 12 日（日）　終日

　三木市の市民活動について現地調査（矢嶋、太田）。

7 月 13 日（月）

　多可町中区坂本地区の地図作成（太田）。

7 月 14 日（火）

　明石市の花卉生産についてデータを整理し、加古川農業改良普及センターに問い合わせ（太田）。

7 月 15 日（水）

　三木市の市民活動団体への問い合わせ（太田）。

　今後の研究方針についての打ち合わせ（春日、太田）。

　時間：13:15-14:00

7 月 18 日（土）

　三木市の市民活動団体と 7 月 26 日の訪問について打ち合わせ（太田）。

7 月 19 日（日）　終日

　明石市、垂水区、長田区の地域と商店街を参与観察（矢嶋、太田）。

　垂水商店街振興会理事長・石井康介氏にお話を伺う（矢嶋、太田）。

　時間：13:40-14:15

7 月 21 日（火）
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　垂水区と多可町の調査方針について打ち合わせ（春日、太田）。

　時間：9:15-10:00

　垂水区と多可町の調査について打ち合わせ（矢嶋、太田）。

　時間：10:40-11:00, 15:50-16:00

7 ～ 10 月

Ⅰ．活動概要
　１．多可町中区坂本地区調査（8/9-8/11）の実施

　２．同調査のコード化作業および補充調査

　３．神戸市垂水区および三木市での現地調査

　４．原稿のとりまとめ

Ⅱ．活動内容

7 月 22 日 ( 水 )　

　多可町調査の説明会（春日・矢嶋合同ゼミ）

参加者：春日、矢嶋、太田。時間：13:15-14:15

7 月 24 日 ( 金 )

　多可町調査の準備のため、北播磨県民局、多可町役場、坂本公民館を訪問。

参加者：春日、矢嶋、竹安、太田。時間：10:00-19:00

7 月 26 日 ( 日 )

　市民活動調査のため、三木市を訪問（太田）

時間：10:00-18:00

7 月 27 日 ( 月 )

　多可町の調査票（環境意識）の検討。

場所：矢嶋研究室。参加者：春日、矢嶋、太田。時間：14:15-17:00

7 月 28 日 ( 月 )

　明石市の花卉生産について、加古川農業改良普及センターへ問い合わせ（太田）。

7 月 29 日 ( 火 )

　多可町調査についての打ち合わせ。

場所：PD 研究室。参加者：春日、太田。時間：13:15-13:45

　多可町調査についての打ち合わせ。

場所：矢嶋研究室。参加者：春日、矢嶋、太田。時間：17:30-20:45

　小堀酒造へのインタビュー資料の送付。

　加西農業改良普及センター・山内氏へ多可町調査についての問い合わせ（太田）。
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8 月１日 ( 土 ) ～ 7 日（金）終日

　多可町調査の準備（太田）

8 月 4 日 ( 火 )

　多可町調査の打ち合わせ。

場所：PD 研究室。参加者：春日、太田。時間：11:30-12:00

　多可町調査票（営農調査）の印刷。学生への説明資料として。

参加者：春日、太田。時間：16:00-17:00

8 月 5 日 ( 水 )

　明石市の花卉生産データ作成（太田）。時間：20:50-21:10

8 月 6 日 ( 木 )

　アルバイト学生への説明会（春日）

　場所：119 Ｇ教室。時間：12:30-14:30

　小河家別邸の保存を考える会の運営委員会に出席（太田）。

場所：小河家別邸。時間：19:30-22:00

8 月 7 日 ( 金 )

　アルバイト学生への説明会（矢嶋）

　場所：142G 教室。時間：16:00-18:00

8 月 8 日 ( 土 )

　多可町坂本での打ち合わせ、調査準備他（春日・矢嶋・竹安）

　場所：多可町坂本。時間：11:00-18:00

8 月 9 日 ( 日 ) ～ 11 日（火）終日

　多可町中区坂本地区調査（春日、矢嶋、竹安、太田、米山、その他）

8 月 12 日 ( 水 )

　小河家別邸の保存を考える会ワーキンググループに出席（太田）。

場所：三木市役所。時間：16:00-18:20

8 月 22 日 ( 土 )　午後

　垂水商店街の夏祭りの手伝いと地域活性化事例としての視察。

　場所：垂水商店街。参加者：春日、矢嶋、竹安、太田

8 月 26 日 ( 水 )

　小河家別邸の保存を考える会ワーキンググループに出席（太田）。

場所：三木市役所。時間：16:00-18:10

9 月 2 日 ( 水 )

　フロンティア運営委員会（春日）。

　場所：第 3 会議室。時間：15:00-16:00
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9 月 8 日 ( 火 )　終日

　三木市立図書館にて資料収集（太田）。

9 月 14 日 ( 月 )

　フロンティア運営委員会（春日）。

　場所：第 3 会議室。時間：16:00-16:30

9 月 16 日 ( 水 )

　多可町調査（営農調査）のコーディング作業（春日、太田、竹安、学生２名）。

場所：京都女子大学。時間：10:00-18:00

9 月 17 日 ( 木 )

　三木市立図書館にて資料収集（太田）。時間：11:00-15:30

　小河家別邸の保存を考える会の活動および運営委員会に参加（太田）。

場所：小河家別邸。時間：15:45-20:30

9 月 18 日 ( 金 )

　小河家別邸の保存を考える会の運営委員会の議事録を作成、送付（太田）。

9 月 19 日 ( 土 )

　三木市立図書館にて資料収集（太田）。

　アートイベント「ナメラート」の準備の様子を見るため、三木市街を歩く（太田）。

10 月 2 日 ( 金 )

　多可町調査（環境意識）のコーディング作業（春日、矢嶋、竹安、太田）。

場所：茨木市福祉文化会館。時間：9:00-17:00

10 月 4 日 ( 日 )

　小河家別邸の保存を考える会の活動に参加（「ジャズライブ　イン　三木　小河家別邸」）。　

　場所：小河家別邸。時間：11:50-17:00

10 月 5 日 ( 月 )

　原稿打ち合わせ（春日、太田）。

10 月 7 日 ( 水 )

　原稿打ち合わせ（春日、太田）。

10 月 16 日 ( 金 )

　酒米資料収集

場所：加東市。参加者：春日、竹安、太田。時間：10:30-12:00

　多可町補充調査

場所：多可町。参加者：春日、竹安、太田。時間：12:00-18:00
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11 ～ 1月

Ⅰ．活動概要
　１．酒造メーカーでの聞き取り調査、商店街の視察

　２．フロンティア・シンポジウムでの活動報告

　３．酒造関連インタビュー・データの取りまとめ

　４．三木市での現地調査

　５．原稿の取りまとめ

　６．酒米農家調査結果のデータ化

Ⅱ．活動内容

11 月 3 日 ( 火 )　

　三木市における市民活動の参与観察（太田）。

　場所：小河家別邸。時間：8:30-15:30

11 月 4 日 ( 木 )

　酒米農家調査結果のデータ化（竹安・学生アルバイト）

　場所：京都女子大学。時間：10:00-17:00

11 月 9 日 ( 火 )

　酒米農家調査結果のデータ化（竹安・学生アルバイト）

　場所：京都女子大学。時間：11:00-18:00

11 月 10 日 ( 火 )

　シンポジウムと報告書に関する打ち合わせ。

場所：春日研究室。参加者：春日、太田。時間：15:00-15:20

11 月 16 日 ( 火 )

　三木市立図書館にて資料収集（太田）。時間：11:50-16:30

11 月 20 日 ( 金 )

　神戸市立中央図書館にて資料収集（太田）。時間：10:00-14:00

11 月 21 日 ( 土 )

　（株）福光屋へ資料送付。

11 月 22 日 ( 日 )

　三木市における市民活動の参与観察（太田）。

場所：小河家別邸。時間：10:00-16:20

　三木市立図書館にて資料収集（太田）。時間：16:30-17:45
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11 月 30 日 ( 月 )-12 月 9 日 ( 水 )

　酒造関連のインタビュー・データのファイルを作成。

12 月 5 日 ( 土 )

　フロンティア・シンポジウム（春日・矢嶋・太田）

12 月 10 日 ( 木 )

　菊姫合資会社でのインタビュー。

　場所：菊姫合資会社。参加者：春日、竹安。時間：14:00-16:00

　小堀酒造への表敬訪問。参加者：春日、竹安。時間：16:30

12 月 11 日 ( 金 )

　金沢市中心商店街の視察

場所：近江町市場・広坂通り商店街・堅町商店街。春日・竹安。時間：9:00-12:00

　株式会社福光屋でのインタビュー。

場所：（株）福光屋。参加者：春日、矢嶋、竹安、太田。時間：13:00-17:00

12 月 16 日 ( 水 )

　三木市における市民活動についての資料収集（太田）。

場所：三木市役所（市長室広報広聴課）、三木市立図書館。時間：12:00-17:40

12 月 18 日 ( 金 )

　三木市における市民活動についての資料収集（太田）。

場所：三木市立図書館。時間：12:00-15:40

12 月 20 日 ( 日 )

　三木市における市民活動の参与観察および資料収集（太田）。

場所：小河家別邸、三木市立図書館。時間：9:30-20:30

1 月 18 日 ( 月 )

　三木市における市民活動についての資料収集（太田）。

場所：三木市立図書館。時間：12:00-17:40
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環境衛生学分野

2008 年 5	・6 月

Ⅰ．特定非営利活動法人　宝塚 NPO センター

　　日時：　5 月 8 日（金）　14:00 ～ 15:00

　　場所：　宝塚市栄町 2-1-1　ソリオ 1-3F

　　目的：　市民活動支援組織の見学

　　背景：　市民団体の活動支援を，環境衛生グループは，志向している。

　　　　　　だが，地方自治体が同じ動向を持っている。明石でも，その動きがあるが全国的には最終ランナー

　　　　　　である兵庫県では，宝塚市が抜きんでている。地方自治体と大学とが，市民活動の支援に対して，

　　　　　　対立することは避けるべきだし，重複することも無駄である。

　　　　　　そこで，現状を知るために，宝塚市にでかけた。

　　内容：　センターの概要について

　　　　　　NPO 法人の一つである。宝塚市の組織ではない（名称はセンターだが）。

　　　　　　宝塚市や兵庫県からの委託事業もおこなっている。

　　　　　　NPO の立ち上げ，その運営などの支援をしている。

　　　　　　有給の職員がいる。

　　　　　　年間 400 万円ほどを動かしている。

　　日時：　6 月 19 日（金）　13:00 ～ 14:00

　　目的：　活動支援の実際

　　　　　　会員募集　　1 万円 /1 年　→　活動報告，会計報告の作成助言（パソコンソフトで）

　　　　　　運営相談

　　　　　　　事業報告書の記載

　　　　　　　会計年度の終了　3 ヶ月以内

　　　　　　　財産目録の作成　法人格なので，登記など

　　　　　　法人申請

　　　　　　登記申請

　　　　　　インターンシップの受け入れ　⇒　学生には，生きた社会勉強

Ⅱ．定点観測

　　山﨑先生のグループが継続中
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地域医療薬学分野

2009 年 4月

１）ホームページについて
　　アクセス数　88 件　（このうち新規アクセス数　51 件）

２）講演会小冊子・PDF ファイル閲覧申込数

　申し込み依頼人数　　6 人

冊子申込数 PDF 閲覧申込数
第 1 回講演会（2002 年 5 月 23 日開催） 2 3
第 2 回講演会（2003 年 10 月 11 日開催） 冊子申込終了 2
第 3 回講演会（2004 年 11 月 25 日開催） 冊子申込終了 2
第 4 回講演会（2005 年 3 月 17 日開催） 冊子申込終了 2
第 5 回講演会（2005 年 6 月 25 日開催） 2 2
第 6 回講演会（2006 年 9 月 16 日開催） 5 PDF 閲覧不可
第 7 回講演会（2007 年 9 月 8 日開催） 3 3

３）おくすり相談室
　　相談件数　Ⅰ件　※個人情報を含みますので内容は簡略化して報告させていただきます。

　　内容は，「船酔いする人からの質問でした。ゴールデンウィークに 20 時間船乗りに出かけられるとのこと

　　でした。子どもさんに授乳してるため酔い止めが飲めないがどうしたらよいか」というものでした。

4）その他（事務手続き，出張，購入品など）
　① 2009 年度出張等予算の確認

　② 2008 年度の学術講演会内容をホームページにのせるための作業進行中

　③地元のベンチャー企業からの依頼を受け，その企業の開発した「防腐剤の効果」をいろいろな食材を使っ

　　ておこなった。

　④ 2009 年度研究計画を立案した。また，2008 年度の報告書の作成を開始した。

   

6 月

１）ホームページについて
　　アクセス数　98 件（このうち新規アクセス数　60 件）
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２）講演会小冊子・PDF ファイル閲覧申込数

　申し込み依頼人数　　5 人　　

３）おくすり相談室
　　相談件数　2 件

　　１）精神科，眼科受診中の方から，服用中の薬の副作用として，悪夢があるかどうかの問い合わせ　

　　２）自己免疫性肝炎疑いにて，プレドニン服用中の方から，不眠のため，以前，処方されたサイレースを

　　　　服用してもよいかどうかの問い合わせ

４）お薬ネットワーク（薬剤師のメーリングリスト）　　→調査中

５）その他（事務手続き，出張，購入品など）
　①毎月送付されてくる資料の整理及び内容の確認

　② 2008 年度報告書作成送付

　③ 2009 年度講演会について検討中

　④地域のベンチャー企業との，アミノ酸等の基礎的化学物を配合した生理活性配合剤の開発に関する研究

10 月

１）ホームページについて
　　アクセス数　53 件（このうち新規アクセス数　46 件）　　

２）講演会小冊子・PDF ファイル閲覧申込数

　申し込み依頼人数　　4 人　　

冊子申込数 PDF 閲覧申込数
第 1 回講演会（2002 年 5 月 23 日開催） 2 1
第 2 回講演会（2003 年 10 月 11 日開催） 冊子申込終了 3
第 3 回講演会（2004 年 11 月 25 日開催） 冊子申込終了 3
第 4 回講演会（2005 年 3 月 17 日開催） 冊子申込終了 3
第 5 回講演会（2005 年 6 月 25 日開催） ０ 3
第 6 回講演会（2006 年 9 月 16 日開催） 4 0
第 7 回講演会（2007 年 9 月 8 日開催） 2 1

冊子申込数 PDF 閲覧申込数

第 1 回講演会（2002 年 5 月 23 日開催） 1 2
第 2 回講演会（2003 年 10 月 11 日開催） 冊子申込終了 3
第 3 回講演会（2004 年 11 月 25 日開催） 冊子申込終了 2
第 4 回講演会（2005 年 3 月 17 日開催） 冊子申込終了 3
第 5 回講演会（2005 年 6 月 25 日開催） 1 2
第 6 回講演会（2006 年 9 月 16 日開催） 2 0
第 7 回講演会（2007 年 9 月 8 日開催） 1 1
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３）おくすり相談室

　　相談件数 　0 件　

４）その他（事務手続き，出張，購入品など）
　①毎月送付されてくる資料の整理及び内容の確認

　② 2008 年度講演会資料作成を終了した。映像（音声入り）を主体としたもので，5 部門に分かれている。ホー

　　ムページへのアップを準備中。

　③ 2009 年度講演会の内容について。「診療報酬改訂と薬剤師職能の変化」（仮題）のテーマで人選をしている。

　④地元のサングリー商事（株）と協力し，抗酸化剤，活性ペプチドのインピトロ研究を進行中である。

12 月

１）ホームページについて
　　アクセス数　45 件（このうち新規アクセス数　31 件）

２）講演会小冊子・PDF ファイル閲覧申込数

　申し込み依頼人数　　４人　　

冊子申込数 PDF 閲覧申込数
第 1 回講演会（2002 年 5 月 23 日開催） 0 1
第 2 回講演会（2003 年 10 月 11 日開催） 冊子申込終了 1
第 3 回講演会（2004 年 11 月 25 日開催） 冊子申込終了 1
第 4 回講演会（2005 年 3 月 17 日開催） 冊子申込終了 1
第 5 回講演会（2005 年 6 月 25 日開催） 0 1
第 6 回講演会（2006 年 9 月 16 日開催） 1 0
第 7 回講演会（2007 年 9 月 8 日開催） 0 1

３）おくすり相談室

　　相談件数　0 件　　

４）コンピュータを用いた医薬品設計およびその合成委託，並びにその成果の地域社会へ
　　の還元（年度当初の実施計画第 6番目）

　　－コンピュータを用いて，アミノ酸残基 5 個からなる環状ペプチドを合成し，シミュレーションソフト，

　　　AutoDock4 を用いてチロシンキナーゼ阻害活性を検証した。その結果を踏まえ，活性の強い環状ペプチ

　　　ドを米国 GenScript 社に合成委託した。この研究は，地域の中小企業との連携の基におこなっている。従っ

　　　て，得られた情報，成果は，地域社会に還元されていると理解できる。

　　－合成委託して GenScript 社から送られてきた 4 品目に対し，宝バイオ社のチロシンキナーゼアッセイキッ

　　　トを用いて，活性を検証したところ，IC50 ナノモル台の環状ペプチドを確認した。この研究も，地域の

　　　中小企業との連携の基におこなっている。従って，得られた情報，成果は，地域社会に還元されている

　　　と理解できる。　　　
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５）上記４）関連する論文が，CARD 名入りで Journal	of	Computer	-Aided	Molecular	　
　　Design に掲載された
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生涯教育学分野

2009 年 6・7月

１．HPリンク集・データベース更新作業
　　　学生アルバイトにより，この 3 月の研究会の議事録作成，HP の更新作業（昨年度分）が終了し，5 月下

　旬に納品してもらった。現在このチェックをしており，点検が終わり次第，そのアップロードと今年度分の

　更新作業を学生アルバイトを活用して進める予定である。試験期間に入り，そのまま大学全体の夏期休業に

　なるので，それが明けた 8 月下旬以降で，できるだけ早い時期に完了させたい。

２．意見交換・情報収集
　・  6 月 17 日　　学内打ち合わせ（今西，水谷）

　　　　　　　　　・・・8 月 22 日実施のシンポの内容，23 日の研究会の内容を詰める。

　　　　　　　　　　　　共同研究者・研究協力者に分担して連絡する。（6 月 18 日～作業）

　・ 7 月 8 日　　　学内打ち合わせ（今西，水谷）

　　　　　　　　　　・・・上記の進行状況をチェックし合う。パネリスト（岸上，関，榊原各氏の承諾をと

　　　　　　　　　　　　　りつける）

　・7 月 15 日　　 学内打ち合わせ（今西，水谷）

　　　　　　　　　・・・有瀬小学校校長の承諾を取り付ける。　　

　・7 月 24 日　　 昨年度活動報告書提出（水谷）

　・7 月 29 日　　 学内打ち合わせ（今西，水谷）

　　　　　　　　　・・・案内チラシなど，シンポ，研究会の詳細を決定する予定。

３．その他
　・8 月 22 日（土）　第 3 会議室にてシンポ実施

　・8 月 23 日（日）　第 1 会議室にて研究会実施

　　　　　　　　　　・・・最終報告書の内容を詰める。
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