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植物と演劇をする
相模友士郎

相模友士郎『LOVE SONGS』
2019年1月12日［土］18:00開演、13日［日］ 15:00開演
会場│京都市東部文化会館 ホール

1│山科に引っ越した8月23日は台風の前日で、引っ越した部屋には広い庭があって、庭の奥
には細い竹が植わっている。その竹が庭と向かいのアパートとの境界を仕切っている。その竹
が強風で右に左に、手前に奥に弾けるようにしなり、テレビ線だか、ネット線だかのライフライ
ンが竹に絡まり引きちぎられそうになっている。危機的だ、と思った。カーテンも家具もテレビも
ネット回線もない部屋で、窓越しにその光景を見ていた。

2│植物はわたしたちの境界を区切るために植えられる。しかし、植物たちはわたしたちの社
会とはまったく無関係な時間の中で存在している。

3│今、このメモを書いている部屋から庭に目をやると、変わらず庭では竹が揺れ、名も知ら
ぬ草木が育ち、枯れている。一方で私の部屋に目をやると書類や本、グラス、カメラ、椅子など
が昨日と同じ場所で同じように留まっているが、これらも私によって片付けられ、収まる場所に
収められるだろう。

4│庭と部屋。この2つの場所は同一の時間と共に変化し続けているが、庭には人為的なもの
を無視した植物的な時間の変化が、部屋には私によって動かされる人為的な時間の変化が
ある。仮に演劇の時間というものが私の部屋に流れるような人為的な時間の変化だとしたら、
植物的な時間を演劇で扱うことはどのようにして可能だろうか。

5│時間そのものを見ることはできない。一方でふと庭に目をやると時間の変化に遅れて気
づかされることがある。わたしたち人間の生活が時間を忘れることで保たれているとすれば、
「植物と演劇をする」とは、植物的な時間を通して時間そのものに触れる試みである。

6│人は眠る。

7│うつむいて歩く女性が、リードに繋がれた犬を連れて横断歩道を渡っていた。犬は怪我を
しているようで足を引きずって歩きにくそうにしているが、女性は携帯でも見ているのか、気に
も留めず横断歩道を自分の歩調で歩いている。女性の歩調と犬の歩調の違いがピンと張っ
たリードに現れ、首輪がぎゅーと犬の首に食い込んでいる。横断歩道を渡り終えると女性は数
歩歩いた所で立ち止まり、やはり犬には気にも留めずうつむいている。手には携帯はなかっ
た。ただ深刻に何かを考えている様子だった。犬はその女性のそばで同じように立ち止まり自
分の体を舐めている。女性と犬は別の時間にいて、張り詰めていたリードはたるんと緩んでい
た。

8│固有の経験とは「〈わたし〉という経験」とも言えるものである。

9│〈わたし〉が眠っている時に〈わたし〉は時間に触れることはできない。しかし〈わたし〉が
眠っている時に〈あなた〉は起きている。〈わたし〉が眠っている時に触れることのできない時
間に〈あなた〉は触れている。〈わたし〉の時間の経験を〈あなた〉が代わって経験している。
〈わたし〉が眠る時、〈わたし〉は〈あなた〉へ、時間の経験を受け渡している。そして〈あな
た〉が眠る時、〈あなた〉は〈わたし〉へ、時間の経験を受け渡している。この関係は〈わたし〉
や〈あなた〉の窺い知ることのない時間で起こっている。この無関係さ。この無関係さによっ
て、結びつくことの叶わない〈あなた〉と〈わたし〉は結びついている。

10│ようやく愛の歌が歌われる。
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ある一日／1

　まず月曜日と木曜日はゴミ出しやからゴミを出してから、
年末のお掃除して。いや、だんだんと億劫になってきて、
今日はやむをえずしとこうと思ってやったんです。掃除機か
けて、9時半くらいでしたかしら。起きたのね、弱いんです、
7時。そして食事して。わたし朝はいつもパンです。パンを
焼いて果物ぐらいと。簡単です。それからぐずぐずしている
うちにお昼なって、お昼をちょっと用意して2人が食べて、
1時からここやったもんで。あ、ぐずぐずしてる間はテレビ。
んー何見てたでしょう。もう、主人のあれで、わたしはしっ
かり見てないからもう流れでぼやっと。あ、今日はあれが
あったねえ、関西の、あの、なんか、ぶらぶらとあちこち…
あそうですそうです、人間国宝。あれが面白いですので
見てますねえ。お昼は何したっけな、もう何も今日はあんま
りたいしたおかずなかったから、缶詰の、あの、このごろ
青魚がいいゆうことで、去年小浜に行った時にそこの旅
館に売ってた鯖缶があったからそれで、他はとろろ昆布と
かそんなもんで。
　それくらいでもうぷいっとここへ来て、ワイワイと3時半ごろ
までして、いつもコーヒー取って、それぞれがちょっとしたお
やつ持ってきて、それ分けっこしながら。もうそれが楽しみ
よ、老人の。わたしはもうほんと近くやから裏からくるりと。
もう4、5分で来られる。近いからこそわたしは続けられる
ねえ。他の方は京都から九条のほうの方とか、一人は滋
賀県とか。みな寄ってくる。昔は京都市内であったみた
いなんですよ。それが解散なって、ここでやってるいうこと
を聞いて、みなここへ来はって。わたしはやっとしてからこ
こ通ってやってはんの見て、そいで入ったんです。水彩や
らが主になってきたから、こちょこちょと手紙にね。ほんまに
もう足が動かんようになるまでできるし、みんなそう言って
やってるんですけど。
　この後ね、今日は買いもんに行かなあかんで、新十条
通まで行ったら、阪急オアシスいうのがあるから、そこへ
ちょっと買いもんに行って。今日いうことないです。いろいろ

ちぐはぐなんですけども、今日はもうするもんがなくなってき
たから、買いに。
　あ、帰ったらもうすぐぐらい夕飯にかからなあかんから。
今日はね、主人が水炊きがお野菜が食べられるから言わ
れててね、お野菜にしようと思ってます。夕飯食べてから、
だらだらっとしてたらもう8時半、9時前になってしまって、
びっくりして立って、片付けして、で、10時ごろかな、それ
ぞれお風呂に入って、11時ぐらいに休みます。夜もテレビ
見ます。もう主人の好きなのパチパチっと。嫌な人が出た
ら変えてしまわはるし。まあ共通してるのは時代劇。今日
やったら、あの「せごどん」ですか？わたしは、行ってもな
いようなああいう外国のね、ああいうなんが好きなんです
けどね。そんな程度です。
　主人は84歳、やっと、自動車は鳥取に孫がいるので
そこへ持って行って、こないだ。で、今日免許証を返しに
行って。これから不自由ですけどね。でももう怖いしね。大
きな事故起こしたら、せっかく無事故できてるのにね。ま
あね、ちょっとしたコツはやられたことはあったんですけど、
おかげで、自分からは事故はなかったんでね。もうはよ返
して欲しい。まあちょっと不自由ですけどね。おかげで椥辻
はね、バスもあるし、でも老人パスがもうどこでも行けるか
ら。はい。

ある一日／2

　今日は朝6時半に起きました。その後は朝シャワー派な
のでお風呂入りまして、そそくさと家を出て、えーと、JRの
京都線に乗って山科まで出勤してます。全部込 で々1時間
くらいでそんなに時間は長くはかからないんですけど、今ま
で自分の人生の中で一番通勤ラッシュがしんどいです。
　大阪の高槻から京都経由でなんで、けっこうな、結構
な数の人が乗ってるなぁと。いつも音楽を聴きながら出勤
してて、アップルミュージックがお友達になってますね。今
日はね、YESというバンドを聴いて来ました。そう昔の。僕
全然その世代でもなんでもなくて生まれてないはずなんで

質問
「今日ここに来るまでにどのように過ごしていましたか？　
これから寝るまで何をする予定ですか？」

すけど、あるアニメのエンディングにそのYESの曲が使われ
て、そこで初めて知って、これはいいなということでアルバム
を借りたりとか。プログレッシブ・ロックが結構好きで、そん
なにハチャメチャなのは聴けないんですけど、YESはちょう
どいいくらいだなと。たぶん一番流行ってた時期のバンド
だと思うんですけど、初期のころの曲とか聴いてるとなんと
いうか無心になれるな、という気がして聴いてます。アンド、
スマホゲームということで（笑）。よくあるたぶんその辺の会
社員という感じだと思います。
　出勤してからは、朝はゆっくり準備出来る日もあれば、
バタバタとお客さんの対応に追われる日もあって。今日は
比較的ゆっくりと館を開ける準備をして。全館カギが閉
まった状態からカギを使って中入って、いろいろ開けて、
今の季節だったら暖房入れてってところで。それが8時15
分くらいですね。僕は事務所の中で一人だけコーヒーを
飲んでいて。あ、ゆっくりしているという意味ではなくてね、
他にコーヒーを飲む人がいなくて。コーヒーメーカーでコー
ヒー入れて、飲みながらメールをチェックして、っていうの
がいつもの日課になっています。
　それから徐 に々仕事がはじまって。外部の方と連絡を
取ることが多くて、メールのチェックをして地域の方に連絡
をしたり、学校とかと電話連絡をしています。そういう細々
したことと平行してお客さんの対応をやっていて、会議室
を使いに来ましたとか、ホールを使いに来ましたって人、
主催者の人と話す仕事ですね。今日ホールの主催は、車
の関係の方、整備士を現にやっている人たちで、その対
応をしたり。催しに来たお客さんも我 の々お客さんである
ので同じように案内をしたり、時間のことを説明したり、い
ろいろやってました。
　お昼は食べに出たり中で食べたりで、しっかり休憩を
取ろうねってことで、勤務時間中にいい時間に取れそうな
時間に取っている感じですね。シフトによっては午前中に
人が少ない時もあるので、午後の番の人が来てから入れ
替わるようにお昼取ったりして。今日はすぐそこの、徒歩5
分のところに「もり中」というお弁当屋さんがありまして。煮
物が多いんです。煮物とか炒めたもの、酢の物とかが多く
て。コンビニ行くとあんまりないですよね、揚げ物、揚げ物、
揚げ物、ご飯、みたいな。割とお惣菜メインのお弁当をそ
こで買って戻って食べてると。食べる場所は事務所の中
がほとんどですね。一般的な企業と違って一斉にお昼の
時間というのが取れないので、どっか食べに行こうか、とい
うこともほぼないですね。
　午後になってくると、曜日によるんですけど、大体午前例
えばすっからかん、っていう日もないことはないんです。お
昼頃から何となく人が集まって来て、今村マスターのところ
のお茶を飲みに来るのは大体午後のお客さんが多くて、
館自体の賑わいはちょっとずつ出てくると。今日の午後は

ね、月に1回のミーティングをやってました。ミーティングをす
るのも実は大変で、シフト制で朝出勤の者もいれば午後
出勤の者もいるので、全員っていうのは集まりづらいんで
す。今日は大きいホール、その次に大きい創造活動室を
使うための抽選会があって、全員出勤体制で。それに合
わせて月に1回全員出勤する日ということで、ミーティングを
してましたね。
　で、ミーティングは3時過ぎから4時10分くらいまで1時間
程度やって、その後分科会ではないですけど事務だけの
話を10分ほどして、それが4時半ころ。17時15分のあがり
です。それぞれ仕事があがれば帰れますし、僕ももうあが
る時間です。全然大丈夫です！問題ないです。
　また人がいっぱいの京都線に乗って帰ります。非常に
私的な話なんですけど、公共料金の支払いとかして、おう
ちに帰ります。家で奥さんが待ってます。帰るメールはしま
すね。2人とも働いているんですけど、日によって帰る時間
が全然違うもんで。今日もちょこちょことそういう連絡を取っ
て帰ることになるかなと思ってます。ご飯は、早く帰った方
が作るルールになっていて、奥さんの方は6割5分くらい、
7割くらいの確率で早く帰るので、大体奥さんが作ってく
れて、それ以外のことは僕がやってみたいな。今日のメ
ニューは何とは全く聞いてなくて、たぶんある食材でダダッ
と作ってくれるので、そんなに特殊なメニューではないは
ずです。普段僕が作る時は、あんまり作り置きっていうの
が得意じゃないので、4日分作るとか。何か買ってその日
で食べきるような料理を作ることが多くて、中華とかイタリ
アンとか様 で々すけど。
　夜の日課は実はほとんどなくて、一緒にテレビを見る時
間っていうのもなくて。割とそれぞれですね。同じ部屋に
はいるんですけど、携帯を2人で別 に々触っている時間も
あれば、仕事の続きを片方がやったりとか、片方が漫画
を読んでたりとかっていう感じですかね。たぶん子どもが
まだいないんで、そういう過ごし方になってるのかな、みた
いな。唯一共通して読んでる漫画がワンピースで、好きな
音楽も、好きな漫画も、得意な教科も全く違う2人が結婚
してしまったことにより、ほんとに何もかもが違うんです。食
べるご飯の好みも違うし、好きなもの嫌いなもの違うし。
出会ったきっかけ？そっちに話もっていきますか。いいです
よ、いいですよ（笑）。共通の趣味があって、同じ楽器を
やってて、一緒に練習することがあったんで。楽器はトラン
ペットを吹いていて、仲良くずっと学生時代からやってま
す。セッションなんかは普通の家ではできないんですけど、
今後できるようになる予定です。実は家を今建ててる最中
で、１階に防音室を作る予定です。ぼくは趣味でトランペッ
トやってるんですけど、奥さんが音楽の教師をしていて、ピ
アノが仕事道具なんですね。いつか勤めがしんどくなって、
家でピアノの先生もできるようにって。
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　寝るのは結構遅いですね、12時大体超えてますね、早
くて12時くらい。睡眠時間は6時間弱くらいですかね。そ
の反発が次の日がオフの時はお互いすごいんです。オフ
の前日の過ごし方も2人とも違って。奥さんはオフの前日だ
しどうせ朝がゆっくりできるからっていうんで夜更かしをし
たい、僕は明日がやっとオフだからっていうんで早く寝た
い。全く違いますね。
　昨日は夢を見たと思います。見たかな、見たような気も
します。漠然とモヤっと、悪い夢じゃなかった気もします。
起きて数分で忘れますよね、夢ってね、不思議なことに。
夢日記書かない限りは。悪夢ばっかり覚えているんです
けど、こんなしんどいことがあったっていう悪夢は、半ばネ
タ化しているのもあって未だに小学生とか幼稚園の時に
見た悪夢は覚えているんです。たとえば、夢なんでとりとめ
もないんですけど、当時祖父母も一緒に住んでいて、その
祖父が亡くなるという夢を小さいころ見て、水族館に行っ
た先で、みたいな。あまりにも怖かったから友達にも言っ
てたんですよ。「こんな怖い夢見てさ」って。で、ある日20
歳くらいの時に「そういえば、怖い夢見たって昔言ってた
よな」って言われて、そんなたくさんにしゃべってたっけみ
たいな（笑）。ちょっと自分でもビックリするくらいに。やっぱ
り相当な悪夢だったらしく。ああもうほんとにやばかった、
最悪だった。もしかしたら小2小3くらいだったら泣いたか
もしれない。覚えてないんですけど、全然。友達はお前、
何べんも言ってるよ、そういう話をって。
　でも昨日は気持ちよく寝たんで。

ある一日／3

　今日月曜日ですよね。月曜日ゴミの日なんです。朝、８時
までやからゴミを出して、そしてそれから朝食食べて、で、
洗濯して、もう主婦のすることですね。あ、わたしはいつも
お味噌汁です、朝は。お味噌汁と、そして白いご飯と、そ
んで夜のおかずの残ったやつと卵焼きとかなんかを添え
て、それが朝です。で、それが済んだら洗濯物を干して。あ
とはもう時間が余ったのを適当に、掃除したりとか、洗濯
物のするんじゃないほかのもんを出して来たりとか。今日
は月曜日はお絵かきの日なんですよね、月曜会いう会があ
りまして。1か月に2回から3回、ここでお部屋を予約して、
現在は9名ぐらいが寄るんですけど、今日は7名ですけども
ね。1時からです。ここは。1時から4時までなんですね。
　ここ来るのにわたしは5分か10分かからないです。歩い
て。今日は歩いてです。遠い人なんかやったら千本とかね、
嵯峨野のほうからも来てます。九条のほうからも来てますし
ね。わたしはもう近いから。あ、わたしは今とりあえず、この
会場取るのとか、そういうのが一応自分の役というのか、近
いからね。遠い人にそういうのしてもらうの気の毒やし、ん

で近い人が取った方が楽ですしね。だから一応自分がそ
れはしてるんですけども。もう考えてる時間も、5分かそこらく
らいやからもう、うおーんいったらそれで来てます。
　帰ったら夕飯。主婦やから。今からやったら5分ないし
10分もかかりませんから、歩いてガサガサしよったらうちつ
きます。買い物の予定もないです。昨日してます。食事の
準備も大まかはしてます。であとなんかちょっとお足しを作
るんですね。いつもやったらご飯が済んだらまずテレビで
すね。テレビ少し見て洗い物だけして、それからお風呂へ
入って、で自分のまだ好きなテレビがあったら見るかな、い
う感じで。
　月曜会がなんで月曜会かいうたら、会の中に一人お魚
屋さんがおりましてね。でその人が月曜日がお休みなんで
す。だからもう月曜日、で、それで参加ができるようにしてる
んです。
　それから今日は途中で、あのゴミ出してから、今街路樹
のモミジじゃなくってイチョウがきれいでしょ。だからそれを
写真に撮っといて、それを今度また絵を描く時の参考にし
ようと思って、それで5、6枚その後にちょこちょこと歩いて写
しといて、で父さんに渡しといたら父さんがこれくらいの写
真に起こしてくれるんです。今日も撮って父さんに渡してき
ました。ほんなら帰ったら多分写真のこれができてると思
います。ほんでそれを今度参考に、またお絵描きの時にい
ろいろ使います。
　あの、夜いつもラジオかけて寝るんです。NHKの深夜の
なにがあるんですね。それがひょっとトイレ行って目が覚めた
時にすごく面白いのがあったりするんですね。今朝はなん
じゃったんやろうな。音楽があったりとか、健康の話とか、
何気なしトイレから起きた時にそれが入ったら1時間くらい

それ聞きよって、でまた寝られたら寝る、そんな調子です。

ある一日／4

　わたしあの自治会の役やってるもんでね、鏡山循環バ
スのアンケートをね、先月に各町内の人にやってもらった
ので、それの、今日は集計してたんです。午前中。朝は7
時に起きて、それからご飯食べて、で8時からそれをずーっ
とやって、お昼まで、11時くらいまでかかりましてね。それ
から、バスの、鏡山循環バスいうのがありますので、山科
駅へ。それがちょうど朝10時22分山科駅発で、30分ほど
なんですけど。それから家いっぺん帰って、お昼ご飯食べ
て、ここへ来た。車で。ここやったらわたしとこは旧東海道
線のトンネルの付近なんですけども。渋谷街道をまっすぐ
行って、北花山の交番所があるんでその向かいなんです
けども。朝はね、僕いつもパンなんです。パンと、あの食パ
ンね、2枚食べて、で野菜ジュース。
　お昼はあれです。おにぎり2つ食べて出てきた。

　朝ご飯食べてから、アンケートの集計をやって。アンケー
トを出したんですね、町内へ。それを、返ってきたんで、そ
れを集計して。それから山科駅からバスの乗車調査てい
うんですか、何人乗ってはるかいう。山科駅から、1週間
だけなんですけどね、年に3回ぐらいやってるんです。山科
駅からね、また循環、こう回っているので、山科駅戻るん
ですけども、乗らはるとこがね、大体1、2、3、4、5、5つく
らいしか停留所がないね。それでもうくるっと回って。その
間他のバスに乗らはるのでね。大体年寄りばっかりやね。
交通が周囲にないから、どうしてもこれに乗って、買い物
行ったりお医者さん行ったりしはるのでね。
　文化会館には、このダンスに来るだけ。練習に。10年ぐ
らいになるかね。ちょっと事故を起こしてね、で足の調子
が悪かったんで、歩け言われてんけども、もう歩くのかなわ
んので、ここへ来たんです。
　僕一人なもんでね、せやから帰ったら晩ご飯の用意し
て、それであとまたそのアンケートの集計をして、それから
寝るっていう。ご飯の用意はこれから帰ってから。車で買
いもんにね、途中で寄って。食べてから寝るまでは大体、
その自治連関係の役やってるのでね、そっちの書類やと
かそういうなんがものすご多いので、もう仕事みたいなもん
です。
　夢はもう全然。まったく見ません。最近全然。もうそのま
ま。疲れてしもてね、いろんなことで。最近はねほんまに夢
見んようになってしもうて。やっぱりね、家内がいるときは
ね、家内がいろんなことをやってくれるさかいに、いいね
んけども、いいひんかったら洗濯せんならんわ、なんやか
やと家の掃除せんならんわで、そんなんに追い回されてし
もうて。なんか最近見いひんね、あんまり。疲れてんのかな
んかわからんけど。

ある一日／5

　朝起きて、顔洗いました。もう目が全然あかないので、
目をあけるためにちょっとぬるま湯めので、洗って、ご飯を
食べます。今日は、残りもののサラダを食べました。昨日、
家族が作ったものがたくさんあって、余ってしまったのでな
んかね、ポテトサラダで、たくさん作ってあってそれとスープ
を飲みました。
　で、準備整えてお化粧して、すぐ家を出ます。電車を二
つ乗り換えて京阪電車と地下鉄ですね、六地蔵で乗り換
えて。今日はもうぼうっとしてました。音楽はいつも聴いてま
す。今日は、サカナクションという、わたしが大好きなバンド
を聴いてました。「新宝島」っていう曲を聴いてました。い
い曲なんです。あ、そうそうPVがドリフのまね、みたいな感
じのやつです。ほとんど全曲のデータを持っているので、
その中から適当に、ランダムに聴いています。シャッフルで

きいてることが多いですね。今日は電車に乗ってる間じゅ
う、サカナクション一本できました。広告は…なんかあった
かな。たまに見ます。美術館にいくのが好きなので、美術
館にまつわるものとか。でも今日はとくになかったです。曲
を聴いてるときは目ぇ閉じてるのがいちばん。それに、今日
はいつもより一本遅い電車に乗ったので、ちょっとあせっ
てた。
　地下鉄降りたあとも、会館に到着するぎりぎりまで聴い
てます、ずっとサカナクション。椥辻降りてからは…閉店し
た「ヒカリ屋」が寂しそうにしてました。仕事終わりにちょっ
と買い物して帰ったりしてたので。あ。外環状線のイチョ
ウがいま、ひらひらと舞っててすごい量の葉っぱが舞っ
てたので、もうすぐ散るのかなあと。すごい黄色い葉っぱ
がいっぱい、ぶわーっときたので。迫ってきました、すごい
きれいでした。そうだ、そのときもサカナクション聴いてた
はずなんですけど、そのときは、なんの曲だったんですか
ねー、思い出せないですね。
　帰りは、まっすぐ帰ります。帰りは何聴くんでしょうねー。
やっぱりサカナクションかな。来年のライブがあるんですけ
ど、そのチケットがとれて、うれしくていっぱい聴いてて。大
阪城ホールなんです。予習しますね、予習復習、復習も。
余韻にひたりながら、あの演出よかったみたいな。
　事務所が暖かいんで、外に出たときにびっくりするくら
い寒いだろうな。ちょっと薄手のコートにしてしまったので、

きっと寒いかなあ。

（聴き手│上原由佳、相模友士郎、細馬宏通、皆川由起）
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庭と劇場と観客
山田咲（演出補佐、植彌加藤造園株式会社 知財管理部長）

私は伝統的な技術で日本庭園の作庭とはぐくみを専門に
する京都の古い会社に勤めており、主に庭の利活用に関
わっています。この仕事をする者としての視点から、今回の
作品について少し書きます。

　　庭は動かない。どんな庭であれ、地上にあるものは、
GPSの示すまさにその位置にあるからその庭なのである。
現代の土木技術をもってすれば、3000坪程度の庭なら、庭
ごとバラバラに切れ目を入れて、3メートルぐらいの深さから
すくい上げてどこかへ持っていって、また合体させて再現す
ることは可能だろうが、だれもやらない。環境が変われば
植栽はダメージを受けるし、なにより周辺のランドスケープと
の連続性を失った庭は魅力に欠ける。そして意味をなさな
い。ここからあの山の頂がこのように見えるから、景石はこ
の向きにこう据えよう、この小径の上にモミジの枝で青 と々
したトンネルがあったら春にはうれしいから、南側に高木を
植えてその影で枝をこちらに伸ばさせよう、子供のころに田
舎で聞いたせせらぎを、ここにある小川と重ね合わせて響
かせよう、という具合に庭はできていく。そして数百年の時
間がたち、適切な管理によって作庭時の意図と自然の遷移
が分かちがたく結びつき「その場所」としての特徴が最大
限に引き出される。一歩あるくごとに切れ目なく充実した景
色があふれ続ける庭は、見る側にもその場所の唯一性を
引き受けることを要請してくる。だから、人が庭を見ている
ときは、ひとりである。なぜなら、「その場所」からその庭を
見ているのは、あなたしかいないからだ。孤独だと言ってい
るのではない。文字通り、その場所にはあなたしかいない、
という意味だ。1メートル横にずれればまた違う庭との関わ
りが生まれる。友達同士でにぎやかに庭を訪れて、しばらく
すると縁側に数人並んで座ったまま黙って庭を眺めている
人 を々仕事中よく目にするが、彼らは腰を下ろした数十セ
ンチの違いをそれぞれに受け止め、ひとりの状態にあるの
だろう。それぞれの庭が、それぞれの体が今ある位置から、
別 な々ものとして把握されている。縁側にはいつも「ひとり」
の人が何人も並んでいる。
　もう一つ、人をひとりにする要素が庭にはある。いつかこ
こでこの庭を見ていただれかと全く同じ場所で、今、この庭
を見ているのはわたししかいない、という要素だ。日の傾
きは刻一刻と変化し、樹木は風に揺れ影は形を変え、水
は絶えず流れ続ける。すべてが相対的に関係しあって成り
立っているこの空間では、見ている人もその一部に取り込
まれる。いつかここに座っていただれかも時間の隔たりを越
えて、今ここで見ているわたしと等価な存在になる。その空
間の中でかつて経験された過去が、わたしに流れ込むほ

ど、隣に座って庭を眺めている人との隔たりが際立つ。
　この庭が要請してくるひとり感を、劇場で上演を見ること
と比べると、面白い。劇場で上演を見ることは、基本的には
A-1番の席でもJ-45番の席でも、程度の差こそあれ質的には
同じ一つの上演を受け取る、とされている。J-45の席にかつ
てだれかが今の自分と同じように座っていてある時間を経験
したかもしれない、といった想像力は上演を見るときには、
普通あまり必要とされない。また、J-45とJ-46からの見え具合
の違いを議論することにも、普通あまり意味がない。劇場は
地球上に遍在し、観客は集団として同質である。
　今回の作品の制作過程は、劇場を庭化する過程に見え
る。もっといえば劇場の観客を庭にいる「ひとり」化させる
過程、ともいえると思う。劇場に自ら来ることができない人
を上演によって不在のまま劇場に呼ぶ作品をやる、しかし
プロセニアムの構造はそのまま使う、と制作の初期段階に相
模さんから言われた。劇場という方向性がはっきりしている
装置の中で、どうやるか考えた。そうこうしているうちに相模
さん自身が今回上演する劇場の近所に引っ越してきて、劇
場のある地域を自分の生活の場所として引き受けるという
ことをし始めた。近所を歩き回ってリサーチするうちに、場所
との密接さを体現する植物という存在に着目しはじめた。
他方で、一日の陽光の変化が照明の重要なコンセプトとな
り、音響は東部文化会館のホールの建物がきしる音などの
まさにそこでしか聞こえないうつろいの中での物音を微細
に取り込む方向性を得た。劇場の隣の公園に落ちていた３
メートルほどの折れ枝を拾ってきて舞台にのせて照明実験
し、これからその結果を受けて、捨てられて元あった場所か
ら切り離された植木鉢に入っている植物を近所からもらっ
てきて、もう一度舞台上に設置するところだ。置かれた植
木たちはその来歴を引きずったまま照明や音響と相対的な
関係を改めて持ち、舞台上にある場所を獲得するだろう。
そこでは時間のありようを限定する人間の身体は不在のま
ま、音源からのわずかな距離の差で聞こえ方が変わるだろ
う物音（音響）と、絶えず変化する光（照明）の中で、J-45と
J-46から見られる植木はひとつの別 な々植木になる。ならん
で座る観客には別 の々時が流れ、かつてその席に座って前
を見ていた人がいたことが、見ているわたしに重なってくる。
そして上演はあなたと呼びかけてくる不在のだれかに対す
る、観客それぞれのLOVE SONGSとなるのだろう。
　ところで植物は越境してくる。庭では徹底的に人間によっ
て管理された植物が場所づくりに貢献しているが、管理下
を離れモンスター化した捨てられた植木たちが上演にどう
かかわってくるかは、これから見ていく。

2018年12月15日

受信機としての人間　
細馬宏通

　相模友士郎さんが2011年に構成・演出した『DRAMA-

THOLOGY／ドラマソロジー』は、なんとも風変わりな劇だった。
そもそもあれは劇だったのだろうか。出演者は全員七十歳
以上のお年寄り。出演者は自身の過去の経験をノンフィク
ションで語るのだが、その話にはこれといってドラマチックな
ところや泣かせどころはない。なんというか、たまたまある話
を思いついた人が、ある話を淡 と々語っているような奇妙な
時間だったのだ。そして、ときにはAさんの話とBさんの話が
入れ替わったりする。自分のことを話しているのに自分のこと
ではないような語り。まるで、人が、自分の感情を劇的に表
現するかわりに、ことばを受信する「からだ」になってしまっ
たかのような感じだった。ことばを発しながら、ちょっと揺れた
り、歩いたりする受信機。
　その相模さんが新しい劇を作るという。夏のはじめにその
話をきいたときは、山科の文化会館で上演されるということ
だけが決まっていて、まだそれがどういう内容かはわからな
かった。しかも演劇を作った経験のないわたしにドラマトゥル
クをせよとのことだった。わたしが普段やっているのは、人と
人とがことばやからだを使ってやりとりをしているところに出
かけていって、それを観察・分析するという研究である。そん
なわたしに劇についてあれこれ考えたり構成や演出にもの
申すことができるのだろうか。そんなわたしの不安をよそに、
相模さんはとりあえず山科に住んでみる、とのんびりしたこと
を言う。
　相模さんがあまりに動じてないというか、あまり劇を作ると
いうことに対して貪欲な態度でないのを見るうちに、これは
むしろこの相模さんの態度に沿ったほうがおもしろいのでは
ないかという気がしてきた。ドラマトゥルクとしての判断ではな
い。あくまで研究者の勘である。フィールドワークに出かけて
観察をするとき、こちらからあれこれ聞き出そうとすると、結
局こちらがあらかじめ思っていたことや考えていたことを確か
めることになってしまう。思いがけないこと、いままで考えもし
なかったことに出会うには、ゆっくり待ったほうがよい。
　山科に住み始めた相模さんの報告はのんびりしたもの
だった。東部文化会館のコーヒーショップでマスターにきいた
話。住み始めた庭をぼうっと眺めていると、どこからか篳篥
（ひちりき）の音がきこえてきた話。台風のとき、その庭に生え
ていた竹の先が、隣家とこちらを交互になでるようにわさわ
さと揺れていた話。そういう話をきいているうちに、相模さん
が、なんだか昔見たDRAMATHOLOGYの出演者に見えてきた。
実は、相模さん自身が、受信機なのではないか。そしてわた
しの役回りは、相模さんが受信機であることにつきあうこと
ではないか。
　かくして、わたしは相模さんが何を受信しているのかを見

守るという、ドラマトゥルクというよりは研究者、もしくはただ
の傍観者のような態度でこの劇に関わるようになった。その
うちに、この劇は無人劇であること、そして舞台には植物が
置かれること、それはおそらく、世界が明るくなって暗くなるこ
と、すなわち一日の時間についての劇となることが、ゆっくり
と輪郭を帯びるように固まっていったのだが、これは相模さ
んのからだに徐 に々わいてきた考えで、わたしは折りに触れ
その考えにあいづちを打っていたに過ぎない。
　ただ一つ、わたしが積極的に提案したのは、このパンフ
レットに収められた、誰かのある一日についての文章のこと
である。この劇が、一日という時間について何かを感じる劇
であるならば、そこに、誰かの一日、誰かがこの場所に来て
この場所から去って行く時間を補助線として引いておくとよ
いのではないか。そこで、地域ドラマトゥルクのみなさんと一
緒に、文化会館に来館された方に簡単なインタビューをし
て、その日にあったことを語っていただいた。できるだけ、ご
本人が語った順序と語り口で、物語性のあるなしにかかわ
らず写し取るように。つまり、劇を作るというよりは、わたした
ちもまた相模さんのように、誰かの一日を受信するからだに
なってみるとよいのではないかと考えたのだ。
　わたしは長らく大学の教員をやっている経験から、教える
／教わるという関係に煮詰まったときは、やってみる／真似
てみるという関係に移るとしばしば問題が解決することを
知っている。知識を伝達しあうよりも、態度を真似あうほうが
うまくいく。この劇に関わる者もまた、何かを伝えようとする
かわりに、受信機という態度を表してはどうか。そうすれば、
観客のからだに、受信機になるという不思議な時間が立ち
上がるのではないか。これは、ドラマトゥルクというよりは、教
員としての勘である。



相模友士郎
演出家。1982年福井生まれ、京都市在住。70歳以上の伊丹の高齢者たちと制作した
『DRAMATHOLOGY／ドラマソロジー』（2009年）で鮮烈なデビューを果たし、その後も様 な々コ
ミュニティに入り込みながら、劇場で見るという身体的経験を問い直す上演を続ける。2012

年にダンス作品『天使論』（TPAM in YOKOHAMA 2012）を発表、各地で再演を重ねる。最近作
に、『スーパーインポーズ』（まつもと市民芸術館、福井市文化会館　2016年）、ダンサーの佐藤健
大郎との共同制作による『ナビゲーションズ』（2014年）など。

細馬宏通
1960年生まれ。滋賀県立大学人間文化学部教授。人どうしの声と身体のやりとりについて、
さまざまな日常生活場面で研究を行っている。著書に『二つの「この世界の片隅に」』、『浅
草十二階　増補新版』『絵はがきの時代』（青土社）、『介護するからだ』（医学書院）、『ミッ
キーはなぜ口笛を吹くのか』（新潮社）、『うたのしくみ』（ぴあ）、『今日の「あまちやん」から』
（河出書房新社）など。

構成・演出│相模友士郎　ドラマトゥルク│細馬宏通（滋賀県立大学教授）　

舞台監督│夏目雅也　照明│高原文江　音響│西川文章　制作│清水翼
演出補佐│山田咲　地域ドラマトゥルク│上原由佳、藤沢重徳、皆川由起
協力│麻田洋子、今村光一、鏡山次郎、勝治真美


