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金森穣（以下 J）濃厚な一か月でしたね。前半は結構のんびり、松本市内でおいしいもの食べたり、美ヶ原に行ったり。後半はある時

にひとつの作品を創るということは、相手を受け止めてみることが大切なのだと教えられました。自分自身、Noism という集団の

からもう記憶がありません（笑）。一日ここ（まつもと市民芸術館）で悩み、ホテルに帰って倒れ込む。

中で余計な言葉を交わさなくても意思が通じることに慣れてしまっていたんです。一方的に自分が欲し、求めていることを相手に突

串田和美（以下 K）苦労してるだろうなぁって思って見てました（笑）
。

きつける一方で、メンバーたちの気持ち、能動性とは何か、ということを考えなくなっていた自分も否めません。

J 本当にいい勉強って、こういうことを言うのだと思います。今回のことは、いろんな人が関わるこれだけ大きな仕事だから出会え
た試練。まだ今の段階では、そこで得たものが具体的に自分の何になったかは、わかっていませんが。

K 自発性って大切だと思うんです。山登りに譬えると、経験豊富なガイドさんについてきてもらって、あそこは道が細いです、大き

K 今回は、バルトークのバレエ『中国の不思議な役人』と、オペラ『青ひげ公の城』の演出・振付を手掛けられたわけですが、ダンス

な岩があります、と教えてもらいながら安全な道を行くという登り方もある。けれども僕は、ガイド無しに、あえて知らない道を一

とオペラの違いは、どんな風に感じました？

緒に探そうよと言いたい。間違いがない道というのは、“ 形はいいけれど血が通ってない ” ことになる。きちんと覚えて台詞を言っ

J 舞踊集団である Noism としては『中国の不思議な役人』が大きな挑戦でした。この作品は自分の師であるモーリス・ベジャールも

ていても、ちっとも面白くない。正しくやるだけじゃだめなんです。じゃあどうしたらいいのか、その問いかけの中から生まれる自

振付けた作品であるし、生まれて初めて、楽譜を見ながら振付を考えました。本番間近、指揮者やオーケストラの人々と一緒にリ

発性が、深みのある世界に到達させてくれるのだと思うのだけれども。

ハーサルに臨んだ時の彼らの反応がとても面白かった。こんな風に振付と音楽がリンクするんだ、というところを評価してもらえた

J Noism における自分の立場としては、そこにジレンマがあります。身体的な技術に関しては指導者。しかし創るときは同じ地平に

のは、単純に嬉しかったですね。

立つ同志であって欲しい。一緒に未知なる場所へ向かおうとしている自分がいるわけです。この 2 つのバランスのとり方がとても難

オペラの演出・振付は自分にとって強烈な体験でした。普段、舞踊家の身体を扱う自分にとって、歌手の身体というのは、ある意味

しい。

抑制のきかない身体でした。こういう風に空間の中にいてください、動いてくださいと言っても、それでは歌いにくいと音楽的な話

K 若い人は、すぐに正解を求めようとするけれど、それはやめたほうがいい。先人の知恵に頼ってばかりいたら、自分の思考がそこ

をされると、それをある程度尊重しなければならない。彼らは歌手であるという強いこだわりを持っているからです。けれどもそれ

で止まってしまいますからね。ところで、Noism のメンバーって結構入れ替わりがありますか？

まで稽古に参加してくれていたカバー歌手の人は、「ここはどういう風にやればいい？」と演出の意図を積極的に汲んでくれた。つ

J 2 年前に Noism2 を立ち上げました。今後必ずどこかで世代交代が必要になってくることを見越してです。もちろんメンバーには

まり、歌手が演出と音楽のバランスをどのように理解しているかに左右されるのがオペラなんですね。ひとつの舞台を創る上で、そ

長い間ここで活躍してほしいし、辞めてほしくはない。けれどもどんなに活躍したメンバーでも、申し訳ないけどあなたの席をあの

の作品の力点をどこに置くべきか、参加者全員が共通の認識を持つことがいかに重要かということを改めて思い知らされました。

若手に譲ってもらえないか、と言わねばならないときも来ると思う。身体を使う表現ですから肉体的な限界は無視できません。

K 最初からそこを考えてキャスティングしていればね！ なんて僕なんかは思うんですけれどね（笑）
。一番最初の段階で、この舞台

K Noism を去る、去らないはさておき、ダンスそのものを途中で辞めちゃう人なんてのもいるんですか？

は何を目的にするのか、その覚悟を決めないといけない。東急 Bunkamura シアターコクーンの芸術監督をやっていたころ、そうい

J やはり身体の衰えが、まず影響してきますよね。年齢による変化を自覚しつつ、それとどう折り合いを付けていくかというところ

うことで何度か痛い思いをしましたね。

が大きい。けれどもそれは、一定の訓練を日々行っている人に顕著なわけで、現代の舞踊界ではまたちょっと違う面もあるようです。

J 恐らく、歌手の方々は、演目、指揮者、オーケストラのメンバー、それらを仕事の依頼を受ける判断基準にされている。演出では

辞めどき、線引きが無いというか。彼らの中にはトレーニングを日課にしないことも普通ですし。だから、続けるのが苦しいという

ないわけです。だから、これまでの自分の「歌の世界」での成功体験、そのイメージを持ち込んでくる。

限界のラインが見えにくいし、感じにくい。

K 演劇の世界でも、役者が「それじゃあ私じゃなくなる」なんて言うの、何度も聞きましたからね（笑）
。それでもまだ演劇の方がや

K 人前にさらされてもいいように身体を絞っておこう、鍛えておこう、という考え方と、素直に老いを抱えている今の自分を年齢ご

りやすいだろうな。音楽よりもルールがはっきりしていない分ね。

とさらけ出してもいいじゃないか、それが生きた人間の演技なんじゃないか、という考え方もある。ダンスを見ていても、たとえ高

J 自分が、いわゆる巨匠と呼ばれる立場の人間だったら、もう少し違っていたのかも知れないとも思いますが（笑）
。けれども、コミ

く跳んだり回ったりしなくても、存在感のある人というのがいますよね。それを目の当たりにすると、技術って何なんだろうって思

ュニケーションという意味で勉強になりました。日本にいると相手の立場や空気、間、そうしたものを読み様子を伺うでしょう？

います。だからね、落ちてきた身体能力や容貌と、まずはどうやって折り合いをつけて、あっちもだまし、こっちもだまし、ものす

でも、欧米の人にはそれが通じないどころか、それを続けていると相手がどんどんエスカレートする。はっきり自分の考えを主張し

ごく真剣に、この世界に生きる方法をひねり出すんです。僕にとっては、簡単に辞められるということは、ある意味すごいことでも

ないと、その場に居ないも同然なんです。同時に、自分の主張に対して、意固地にならず心を開こう、そう思うようになった。一緒

あるわけです。
J ところで、串田さんが演劇を始められたきっかけは何だったのですか。
K 3 歳で終戦を迎えて、疎開先でふと観た地歌舞伎を今でも覚えているんです。だから、あれかなぁと思います。それからいろん
な経験を積んで、ごく自然に演劇にたどり着いていた。何か面白いことをやってやろう、そういう気持ちで始めたんだと思います。
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2011 年夏、Noism は、今年で 20 周年を迎える国際音楽祭「サイトウ・キネン・フェスティバル松本 2011」に参加しました。
フェスティバル中のある日、その会場となったまつもと市民芸術館の芸術監督・串田和美氏と Noism 芸術監督・金森穣が、
作品創造や、松本・新潟の劇場を拠点に活動する想いなどを語りました。

80 人くらいが入るのが精一杯の小屋で芝居をやって、それがいつの間にか「アンダーグラウンド」なんて呼ばれるようになって。

K 人間性かな、最後は。テクニックよりも、探究心。意固地ではなくて、こだわりも捨てられて、何かを一緒に探そうとしてくれる

怖いもの？ なかったですね。ドキドキして、何でもかんでも楽しかった。だって失敗した人なんていないんだもん、自分たちが先

人。もちろん、わがままも時には必要だし、困った奴も大切な役割りなんだけれども、最終的に技術ではないところに大切なものが

駆者だから（笑）。

あるような気がしています。

J 周りの方々とは、どんな関係でしたか？ 日本の演劇界に大きな影響を与えた演出家や役者たちが同世代にいらっしゃる。

J 松本で作品を発表して、手応えはいかがですか？

K まあ、それぞれの世界があるからね。突っ張っていた感じというのかな。仲が悪いわけではないんだけれど、やっぱり意識し合う

K お年寄りから子供まで、いろんな人が観に来てくれるんだけど「よくわかんなかったけどなんだかおもしろい」なんて、素直に感

よね。戦争をくぐり抜け、経済が安定し始めた頃に、何か違う、落ち着いてなんかいられない、大人の言う通りにはしない、という

想を述べてくださる方もいて、なかなかいいですね。つまり、うんちくで見ず、素直に驚いてくれる。

反発心のようなものは皆に共通していたとは思う。でもそこから先が、違った。

J 新潟もそういうところはあります。都会にはそういう観客は少ない。

J その時代から比べると、今はそれがないですよね。だから憧れずにはいられないんです、ひとつのカルチャーとして。何かを生み

K 東京だと、うんちくの前にまずジャンルで考える人が多いでしょ。これはバレエ、これは芝居、これはミュージカルで、誰がスタ

出すエネルギーを、共有してみたかった。

ーで…。そういう前情報を確認するように見ている。だからどうやって裏切ろうかって、こっちは考えるわけです。

K 60 年代には、何かこう、よくわかんないことをやろうと思った連中がたむろしているだけで「なんなんだあれ？」って注目される

J 逆に、『中国の不思議な役人』に対しては「バレエって言うからバレエを観るつもりで来たのに、ポワント（トゥシューズ）履いてな

風潮がありました。実のところ、芝居なんかひどかったんだけれどね（笑）
。でも、ひどくても、存在感は抜群だった。

いなんて…」っていう感想もあったらしいし。表現されていることの前に、そこで止まっちゃってるところがある意味面白い。

J 今、自分は、Noism 以外でも日本の中にこうしたレジデンシャル・カンパニーが出てきて、作品のアイディア云々というよりも、

K ニジンスキーなんてさ、牛になって出てきて這い回って、せっかくニジンスキーだって思って観に来た人たちは「なんなんだよー」

集団として刺激し合う、そういう経験がしたいと切望しています。ヨーロッパの劇場文化と比べても仕方はありませんが、日本にも、

って思ったんだろうね、きっと（笑）
。自分の無名性を維持しないと、と僕は思っている。巨匠になったら失うものも山のようにある。

小さくていいからそういう舞踊団が生まれる背景が作られてもいいのだと思うのですが。

だからなるべく馬鹿にされるようにって（笑）
。もちろん、クビにならない程度にね。そこにいるのが誰かを忘れさせる中で新たな

K 難しいのは、税金を使っているというところだよね。
（10 万人の市民の税金で成り立っているとして）一回の公演で 5000 人を動

感情や作品世界の中に引きずり込みたい。けれども、それを妨害するプロデューサーも多いんだよ。

員したとしても、残り 9 万 5000 人の税金は？ってことを言われちゃう（笑）
。だから日本では現状、文化事業は企業が請け負うケー

J 舞踊でもありますね。とくに日本は、それが強い。テレビに出ていたとか、知名度だけで評価されちゃう。自分なんか 8 年前に出た

スが多い。けれどもね、数ではないと思うんですよ。私たちがやってきたことなんて極めて小規模、何千人も動員するなんてあり

「トップランナー」
（NHK）のことを今でも言われる。
「あれに出てたから観に来ました」って、いまだに！！ もちろん、興味を持ってい

得なかった。でも、劇団を旗揚げして 40 年たった今でも当時を語ってくれる人がいる。これは、動員数や興行成績の結果ではない

ただくきっかけとしてはアリです。けれど、なぜだかむなしくなる。

んです。大勢の人に観て欲しいとは望みますが、人生観を変えてしまうような強烈な印象を誰かひとりにでも与えることができたら、

K 知らない人ばかりが集まって、刺激的なことをしている。そっちのほうがすごく面白いと思うんだけどねぇ。

そこから広がっていくものがあるんです。結果的に、世の中に影響を与えるということになる。

J 誰かがいいよって言ってくれたから、それなら観に行こうかなっていう人がほとんど。でも、有名性のいい面を考えるならば、有
名な人を観られるということでありがたみがわいて、その場に居合わせるだけで日常では味わえない興奮を得られる、そういうこと

J ところで、Bunkamura を離れ、地方である松本へ来るというのは一大決心でしたか？

だと思います。今日はすごいものを観るんだ、その熱気を舞台の上で演じ手が共有し、エネルギーとして客席に反す、そういうコミ

K いったん劇団（自由劇場）を解散し、Bunkamura も辞めて、フリーになっていた頃だったんです。だんだん時代の流れが商業的に

ュニケーションが生じたら、それも生の舞台の醍醐味だと思いますから。

なり、歯車が速くて、切符が売れるか売れないか、そればかりが重要視されるようになっていた。本当はもっとゆっくり人や作品に

K 美空ひばり。ついに一度もコンサートへは行かなかったんだけれどもね、一度でも行くと、絶対にファンになるっていうんだよね。

向き合って演劇を続けたいのに、ものすごく息苦しい立場になっていた。それでね、その時に漠然とではあるけれど、これからは地

だから僕は、観てやるもんかって思ってた（笑）
。人気や評判を裏切らず、かつ心地よく裏切る。有名を全部引き受けた上での無名

方の時代ではないかと思っていたら、まつもと市民芸術館の芸術監督就任のお話をいただいた。

性って、こういうスターのことを言うのかもしれませんよね。でも今、そういう伝説みたいなものを商業的に仕掛けようとする部

J けれども、30 年間続けてきた活動を解散するというのは、よほどのことだと自分なんかは思うわけです。

分もあるでしょ。そういうのは、ちょっとねぇ。→最終ページにつづく

K いつの間にか、「自由劇場」という看板が独り歩きするようになっていた。作品のためのカンパニーであるべきなのに、カンパニ
ーを維持するための作品創りのようになっていた。それに区切りがいいじゃない、30 年って。31 年じゃ、おさまり悪いし（笑）。
J 串田さんにとっていい仲間とは？

『中国の不思議な役人』は、劇場専属舞踊団・Noism としての今の魅力が存分に引き出さ

私的見解ではあるが、役人とはすなわち宦官であると捉えると面白い。少女と役人は共に

また、登場人物ひとりひとりのパーソナリティも強く際立つ。踊りとは、ダイナミックな

両作品ともに生のオーケストラとの共演であることが最高の贅沢だ。今ここで生み出され

れた傑作と言えよう。ここ数シーズン Noism が取り組んできた物語性を軸とした作品創

自分の生 (= 性 ) を他者に操られる者同士として出会う。そして、男性性を捨て仮面の性を

動きや複雑なステップを組み合わせて見せることではない。ただそこにいる時間でどれだ

ている音と、身体の動きがぴたりと呼応するとき、そこに未知なる感動の波動が生まれる。

りの、ひとつの到達点を見た思いがする。

生きてきた彼が、一度は死んだその “ 性 ” の目覚めにより “ 生 ” に執着する。彼が最後に思

け語ることをやめずにいられるか、それこそが舞踊家の身体性であると痛感させられた。

最後に言及しておかねばならないのは、井関佐和子の存在感である。ジェンダーはもとよ

主要な登場人物は、悪党のゴロツキ一家とそれに操られる娼婦の養女 ( 少女 )、その少女

いを遂げたとき、偽りの生を捨て、本物の死を受け入れる。物語の傍観者のように舞台上

『青ひげ公の城』では、舞踊家たちは雄弁な舞台装置として存在した。秘密に彩られた青

り人、動物、その属性を超えたようなエネルギーに圧倒させられるかと思えば、植物の

に誘惑される中国の役人である。少女は老人や若者を次々と誘惑、しかし文無しの彼らは

に林立する黒衣 ( 人形 ) たちが、役人の死と同時に光の穴へと吸い込まれていくのも何か

ひげ公と新妻ユディットの 2 人の登場人物による淡々と謎かけのように展開する物語は、

茎のような瑞々しくも頼りなさ気な表情にどきりともさせられる。一挙手一投足に寸分の

悪党にとっては用無し。そこへ黒衣と共に現れる不思議な中国の役人。娘に誘惑され、役

象徴的である。黒衣が役人を支配していた死だとするならば、役人は、肉体が死すること

派手さには欠けるが奥深い。次々と開け放たれる扉の向こうに広がる血と権力と哀しみ、

無駄もなく、その空間支配力は絶大。そして、彼女の身体からオーケストラが広がるのを

人は何かに目覚め “ 震え ” 出す。金品を奪い取った悪党たちは用済みの役人を何度も殺す

ではじめてその魂が死から解き放たれたのだとも。

そして倒錯の匂い。2 人の登場人物の心象風景と扉の中の風景を舞踊家たちが象徴的に演

感じた瞬間に、幾度鳥肌が立ったことだろう。高度なテクニックと表現力を併せ持つ、今

が、彼はその度に息を吹き返しては少女を求める。やがて少女が自らの意思で役人の “ 性 ”

スピード感のある動きや表情、赤と黒をシンボリックに使ったシンプルかつ濃密な舞台

じたことで、作品の持つミステリアスな詩情がにわかに立体感を帯び、心にするすると入

の日本を代表する珠玉の舞踊家である。
（浦野芳子）

を受け入れたとき、やっと役人は果てるのである。

美術。それらの全てが、あるひとつの着地点を目指して高いレベルで響き合っていた。

ってきた。
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Bartók Ballet: The Miraculous Mandarin

バルトーク バレエ『中国の不思議な役人』

出演▷ 青ひげ公：マティアス・ゲルネ（青ひげ公の城）、ユディット：エレーナ・ツィトコーワ（青ひげ公の城）、吟遊詩人：アンドラーシュ・パレルディ（青ひげ公の城）、
Noism1 & Noism2
りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館が、舞踊部門芸術監督に金森穣を迎えたことにより、劇場専属のダンスカンパニーとして 2004 年 4 月設立。日本初、ヨーロッ
パスタイルのプロフェッショナル・ダンス・カンパニーとして、次々に発表する独創的な企画、作品は、日本のコンテンポラリー・ダンス界を牽引している。07
年以降、海外 7 か国 10 都市でも公演。09 年 9 月には、正式メンバーで構成される Noism1（ノイズムワン）と、研修生が所属する Noism2（ノイズムツー）の新体

www.noism.jp

制をスタートさせた。新潟から日本の劇場文化発信の一翼を担う存在として、益々大きな期待と注目を集めている。第 8 回朝日舞台芸術賞舞踊賞受賞。

撮影：篠山紀信

Bartók Opera: Bluebeard’s Castle

撮影協力：サイトウ・キネン・フェスティバル松本

バルトーク オペラ『青ひげ公の城』

合唱▷ SKF 松本合唱団（中国の不思議な役人） 演奏▷ サイトウ・キネン・オーケストラ 指揮▷ 沼尻竜典（中国の不思議な役人）
、小澤征爾（青ひげ公の城）
演出振付▷ 金森穣

空間▷ 田根剛、リナ・ゴットメ、ダン・ドレル（DGT） 衣裳▷ 中嶋佑一（artburt） 照明▷ 伊藤雅一（株式会社 流）、金森穣

『中国の不思議な役人』
『青ひげ公の城』Noism リハーサル＆舞台写真展 2011 年冬開催予定 詳しくは Noism web で
にいがただからだ 2011 Vol.4 ｜ niigatadakarada 2011 Vol.4

［私たちはNoismの活動を応援しています］

［監修］金森穣 ［クリエイティブディレクション・デザイン］アトリエタイク ［編集］Noism 広報 ［ライティング（対談）
］浦野芳子 ［写真（対談）
］矢野信夫 ［発行者］りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館
〒 951-8132 新潟県新潟市中央区一番堀通町 3-2
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J ところで、松本は町全体が「サイトウ・キネン」で盛り上がっている感じがありますよね。
K サイトウ・キネンというイベントを通して、クラシック音楽や舞台芸術に対する敷居の高さが外れ、日本中から人が集まることで市
民の誇りに繋がっていくんです。今後はまつもと市民芸術館としても、フェスティバルを屋外コンサートや大道芸、ストリートミュ
ージックなどにも広げて、もっと身近に音楽や演劇、舞踊に触れてもらう場を作っていけたらと思っています。
J 外から注目されるというのは、その地域で生活をする人たちにとって嬉しいことですよね。
K 観てくれなくたっていいんです。ただ、その “ 観ない ” 人の周りにいる誰かが、自分が受けた感動を熱く語るわけです。すると観な
い人も、そこはそういう感動が生まれる場所なのだということを認識し、誇りに思うようになる。
J ただ、りゅーとぴあの中では、スタッフも増えてきて、Noism に力入れすぎなんじゃないかって声も…。
K いつも平均である必要はないんです。何かが突出することが大事。りゅーとぴあは Noism なんだって、それでもいいんじゃないの？
［2011 年 8 月 26 日

金森 穣

Jo Kanamori

www.jokanamori.com

串田 和美

まつもと市民芸術館にて］

Kazuyoshi Kushida

演出振付家、舞踊家。りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館舞踊部門

1942 年生まれ。俳優、演出家、舞台美術家。まつもと市民芸術館芸

芸術監督／ Noism 芸術監督。ルードラ・ベジャール・ローザンヌに

術監督。1966 年劇団自由劇場を結成（後にオンシアター自由劇場と

て、モーリス・ベジャールらに師事。ネザーランド・ダンス・シアタ

改名）。代表作『上海バンスキング』などで人気を集める。1985 年～

ーⅡ、リヨン・オペラ座バレエ、ヨーテボリ・バレエを経て 2002 年

96 年まで東京渋谷の Bunkamura シアターコクーン初代芸術監督を

帰国。03 年初のセルフ・プロデュース公演『no・mad・ic project 〜

務め、2003 年 4 月にまつもと市民芸術館館長兼芸術監督に就任（現

7 fragments in memory』で朝日舞台芸術賞を受賞し、一躍注目を集

在は芸術監督）。主な作品に『コーカサスの白墨の輪』
『幽霊はここに

める。04 年 4 月、新潟りゅーとぴあ舞踊部門芸術監督に就任し、劇

いる』
『グリム・グリム・グリム』
『西の国の人気者』、串田和美＋白井

場専属舞踊団 Noism を立ち上げる。自らの豊富な海外経験を活かし、

晃プロジェクト『ヒステリア』
『ジャックとその主人』
『ピランデッロ

革新的なクリエイティビティに満ちたカンパニー活動を次々に打ち

のヘンリー四世』
『エドワード・ボンドのリア』、
『ファウスト』シリ

出し、そのハイクオリティな企画力に対する評価も高い。平成 19 年

ーズなど。09 年、11 年に市民を巻き込んだ一大イベント、
「信州・ま

度芸術選奨文部科学大臣賞、平成 20 年度新潟日報文化賞ほか受賞

つもと大歌舞伎」を開催。11 年 8 月にはサイトウ・キネン・フェステ

歴多数。

ィバル松本との初の共同制作『兵士の物語』に芸術監督、出演者とし
て携わる。11 月にはサーカスと音楽と演劇を散りばめた『空中キャ
バレー』を演出。07 年に第 14 回読売演劇大賞最優秀演出賞受賞、08
年 4 月に紫綬褒章受章。

