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上三原田歌舞伎：杉丸太・孟宗竹・ござ等で作られた仮設のヴォールト客席屋根、資材の切り出し・調達などから数か月に
も及ぶ大変な催しは、「We make a living by what we get, but we make a life by what we give.」 W.チャーチルの言葉
を思い起こさせる。
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第一章 生成する劇場空間

劇場は演劇に奉仕する場ではない、演劇の言う
ことを聞きすぎると建築がつまらない、建築が頑
張りすぎると演劇を邪魔する。演劇は舞台と観
客の競演であり共演であるはずだ。

何もかも用意された劇場から革新的な演劇が誕
生するわけでもない。むしろ困難な状況や貧し
い場所に立ち向かうところから次世代に繋がる
演劇、劇場空間が生まれてきた。

劇場設計には決まり事が多い。最も厄介なのは
形式だ。個性的で創造的であるはずの劇場が、
知らない間に出来上がってきた形式や型に捕ら
われていることも少なくない。

自分たちだけでなく、次世代へと繋がる成長の
場として劇場を構築していくこと、そこを問い直し
てみる必要がある。そのためには、始めから完
成形を求めすぎないことではないか。
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建築設計上、舞台は確固たる位置に規定されなければ
ならない。が、演出家や舞台美術家にとっては、建築的
舞台面は演技面の一つにしかすぎない。私たちが舞台
だと思っているところは、最も利用度の高いレベルであ
るが、別に固定的に考えられるべき存在ではない。それ
を教えてくれたのがベルリン・ドイツオペラやシャウ
ビューネであり、シアターコクーンにおける歌手の中島
みゆき「夜会」シリーズである。

「キル」の舞台断面（演出：野田秀樹、美術：堀
尾幸男） ©堀尾幸男、奈落レベルから組立てら
れている舞台装置、建築の舞台は仮のもので、
奈落も含めた立体空間全体が劇場であることを
示している

ベルリン・ドイツオペラ「オル
フェオとエウリディーチェ」
（演出・美術：A. フライアー）
舞台装置の組立て、舞台迫
りの上に演技面としての舞
台床を組立て、そこに空け
られ穴と台が、迫りの昇降で
変化のある動きを作り出す

シャウビューネ･アム・レーニ
ナー･プラッツ劇場 「Die 
Neger」の客席製作中（客席
の下に見えているモザイク
模様のところが前回公演
「Hamlet」で使用されていた
舞台床）、観客もまた演出さ
れることを教えてくれる



there rather than Seeing  

darkness, no 

the length and angle of the Hashigakari and distance from the audience.

日本の祭りの基本構造、「迎え⇆送る」というプ
ロセスをそのまま空間化していると意味で、道
こそが祭りの舞台であった。

通りが舞台化している様子は、平安後期の作
とされる「年中行事絵巻」や「洛中洛外図（町
田本）」での風流踊の姿などに見てとれる。

豊国祭礼図では、通りで繰り広げられた熱狂
的な乱舞の様子、それを道端で楽しむ人々
の模様が克明に記録されている。

御旅所御神幸之図（還幸の儀）「春日大宮若宮御祭礼図」藤
原仲倫1742、鈴鹿文庫）より、真暗闇の中、若宮を迎える行列

道に対して作られた桟敷こそが劇場空間を考
える際のキーになっているように思えてくる。
今でこそ正面からものを見るというのがごく当
たり前の姿勢となっているが、道においては側
面があるのみである。能の橋掛かりにしても、
演技における側面性重視（というよりも、もっと
立体的な空間として芸能空間が捉えられてい
たと言うべきかも知れないが）の表れであり、
それは初期の歌舞伎小屋にも見られる。

おん祭り「お旅所祭」若宮神のお旅所（行宮）正面の芝舞
台両脇に桟敷席が設けられる。

第二章 祭りから歌舞伎小屋へ
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「糺河原勧進猿楽舞台図」（観世文庫蔵）は、
1464年将軍足利義政の後援を得て行われた
能舞台の様子が描かれているとされ、そこでは
舞台の真後ろに橋掛かりが伸びている・・・

演技の空間的運動と時間的推移を視覚化する
こと、また地謡との関係をより効果的に生成す
る・・・その結果、演者と観客一人ひとりとの距
離・視軸が変化する意義から、角度を付けて下
手側に橋掛かりを設けることになったと推測

能舞台ほど不均質で、境界を意識している舞
台はない。 現代劇場に繋がる西欧の舞台の均
質性・対称性に比べると、その違いが際立って
いる。写実的表現や場面転換への執着もまる
でない。

生身の人間を時空を超えた神の化身として見
立てるために、強い境界や時間軸が意識され
たことだろう。

御祭翌日午後、檜の舞台が設えられる。盛られた芝舞台
へ接続された傾斜付きの橋掛かり、シテ柱等は竹、若宮が
いることを示す白砂の松もない

dressing rooms

南大門の儀（薪能）おん祭 後宴能

春日大社舞殿における「咒師（しゅし）走り」の儀を行った夕
方から催される薪能、橋掛かりらしきものはなく、上手奥の
控えの間から移動し、舞台後方から登退場する



次第に暗闇が迫ってくるが、人が見えるかどうかは問題でない。「細男(せいのお)」

God can see in the darkness, no problem if we can see the dance.

お旅所祭

お国が歌舞伎踊りを舞った小屋と今日の歌
舞伎劇場と大きく異なる主な点
① 花道がない
② 舞台・桟敷席が独立して建っている
③ 土間席が無蓋である
④ 桟敷席が正面になくレベルが一層である。
⑤ 両桟敷席に挟まれるように舞台があり観
客が三方から取り囲んでいる
⑥ 下座音楽の場が舞台奥にある
⑦ 橋掛かりが本舞台奥で接続し下手横に
伸びている
⑧ ホワイエ的な機能がない（あるいは一体
である）

初期歌舞伎小屋想像平面
図「日本劇場史の研究」須
田敦夫相模書房(1957年）

「阿国歌舞伎図」京都国立博物館所蔵より、能舞台を踏襲した舞台と高い位置にある桟敷席
17世紀初頭の図や「清水寺図屏風」（MOA美術館蔵、推定1610年代）や「阿国歌舞伎草紙」
（大和文華館蔵）など、桟敷席のないものもあるが・・・

能も歌舞伎も草創期の空間は、今日から見れ
ば実に粗末なものだった。常設の舞台を構え
るようになってもそれほど劇的に進展したとは
思えない。阿国が北野神社南方に設けた簡
素な芝居小屋を描いたとされる一七世紀初
頭の図によれば、舞台は仮設との区別さえつ
かない。

しかし、慶長末期の作と推定される「阿国歌
舞伎図」（京都国立博物館蔵）には、一段高く
なった桟敷席が描かれており、桟敷席を設け
た芝居小屋が早い時期から建てられていたも
のと想像できる。



パリ・オペラコミック座での火災（1887年）”Building 
for Music” M. Forsyth（The MIT Press, 1985）より

第三章 リアルからメタフィジカルへ

19世紀後半は、社会構造の変革に伴う観客層
の変化・技術革新などにより、劇場の役割が変
貌した時代でもある。

写実的表現を求める舞台の動向と防災的な
観点がこの時代に見事に一致し、そのことが
今日のプロセニアム劇場を確立するという方
向へと強くシフトした。

イプセンやチェーホフらの登場は、日常的で静
かな会話、抑制された身振りや言葉使いを重
視する演劇上の主題を与えた。・・・俳優は観
客を意識することなく、自分の家にいるように
動き語る。演ずるのではなく役を再体験する。

中： F.マッチャム設計の劇場：エディンバラ・エンペラー劇場
（1892 ）”Frank Matcham” B.M. Walke (Blackstaff Press 
Ltd.,1980)より、右：ロンドン・コロシアム（1904）

ウィーンにおける防災上の劇場規制動向
＞社会の民主化＞劇場の大衆化＞公演機会
の増大＞演出効果への期待＞舞台装置の大
型化＞ガス灯の普及＞火災頻発化＞監督行
政官庁による劇場建築及び劇場管理者に対
する規制強化

劇場防災の主な規則はこの時代に完成
①建築構造と配置 ②区画と避難路の確保
③舞台装置・舞台機構の材料と消防検査
④照明設備の安全管理 ⑤換気と排煙 ⑥火
災警報・通信設備 ⑦劇場内の整理整頓 ⑧
消防訓練
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リシツキー＋メイエルホリドによる「子供
が欲しい」（1929）の舞台構想（実現せ
ず） “ Theaters – An Illustrated 
Histroy” S. Tidworth (Pall Mall 
Press, 1973)より、立体的な舞台構成
と客s系の関係は、メイエルホリド劇場
につながる

自然主義・リアリズムvs構成主義・シンボリズム
といった構図で始まった近代劇場は、プロセニ
アム劇場vs非プロセニアム劇場の物語でも
あった。

シェイクスピアが没しても世界中で彼の作品が
上演され、なお生き続けている姿を見る時、作
品はあらかじめ定められたものでなく、その時
その時に関わった劇場人と観客によって一つ
の姿となるものであることを知らされる。・・・劇
場建築もそうしたものにならないのだろうか？

A・アッピア「オルフェオ」(1912) ”20 C.
Stage Decoration” W.R. Fuerst, S.J. 
Hume (Dover Publications, Inc., New 
York, 1967)より、階段状の床と垂直性
を強調した壁面による単純な構成、壁
面・天井を布で包み、裏側に三千個の
電球を配し、光の陰影によって印象的
な舞台空間とした

M.ラインハルト演出「オイディプス」
（1910）美術：E・オルリック、ベルリン・
サーカス小屋での公演, “Das 
Moderne Buhnenbild” O. Fischel
(Verlag Ernst Wasmuth A. G., 1923)
より、大空間におけるダイナミックな空
間演出は、ロンドンでも人気を呼ぶ

舞台には全てがある。・・・が、どこにも本物は
ない。・・・観客は、偽の人物、虚ろな言葉の向
こうにあるものを見ている。しかし、同じもので
はない。・・・そうした個々の創造力が集って、
大きな一つの感動という渦になる。

モダニズムの建築手法と劇場の反りが合わな
いのは、こうした劇場の虚構性と馴染まないせ
いなのだろうか。
・・・合理性や合目的性という基準は認めるが、
それに頼っていては劇場の変容性に応えられ
ない。



Teatro Santi Giovanni e Paolo, Venice 
（Carlo Fontana, 1654) ”Building for 
Music” M. Forsyth（The MIT Press
1985）より

第四章 オペラ劇場におけるオーケストラピットの存在感

芸術にはオリジナリティが求められる、というの
に、多くの劇場・ホールは、いつもどこか似たも
のばかりである。・・・オーケストラがそもそもど
のように位置付けられていたのか、舞台なの
か・・・

額縁を通して舞台を覗き見るというプロセニア
ム舞台が意識されたテアトル・ファルネーゼの
オープニングは一六二八年で、その時舞台下
に貯めた水を使った大掛かりな演出がなされ
たことを考えると、オーケストラは平土間部分
にはなかったことが想像できる。

テアトル・ファルネーゼ（設計：G.アレ
オッティ1618-19）“Il teatro Farnese 
di Parma” V. Gandolfi (Luigi 
Battei, Parma, 1980)より

古代音楽研究の中から生まれ、貴族達の祝宴
として発展してきたオペラは、時代と共に変貌
を遂げてきた。オペラ誕生時には古代劇場に
倣っていた空間が、時期的にそれほどズレるこ
となく、自分たち独自の劇場空間を構築する
に至ったことは驚異的なことだ。

モンテヴェルディ「ポッペーアの載冠」には、ど
の楽器がどの旋律を演奏するかは指示されて
いない。・・・それを不定見で困ったことだと考
えるよりも、挑戦者を惹き付け想像力をかき立
てる豊かさを秘めたものと見る方が楽しい。

Cuvilliéstheater（Francois de 
Cuvillies, 1750）”Theater des Barock 
- Festliches Bühnenspiel im 17. 
und 18. Jh., M.B.-Heinhold (Georg D. 
W. Callwey: Munchen, 1966)より
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コヴェントガーデン劇場（1763）、”Theatre lighting 
before Electricity” Frederick Penzel (Wesleyan 
University Press, Connecticut, 1978)より（公演中若
い観客がオーケストラを乗り越え舞台に上がって乱暴
を働いている情景）オーケストラ配置やろうそくによる
譜面灯・客席照明がわかる

ワーグナーは、物語を写実的に表現するので
はなく、全く逆に、抽象性・幻想性を追求する
ことによって、人々の心に直接的にその世界を
映し出させようとした。

演奏される音楽の意味するところを観客にどの
ように伝えられるのか、果たして劇場設計や音
響設計に携わる私たち劇場空間に関する専門
家がそうした根本的な問いに答える術を持ちう
るのか・・・技術的対応だけでなく、既存の考え
方にとらわれない芸術家の夢にどう応えられる
のか

音楽の拠点となるオーケストラの在り方一つを
とってみても、その形、大きさ、レベル、出入口、
明かりなど実に様々であることが理解できる。
時代は一つの様式や型を作り出したが、細部
は私たちの手にあり多様性に富んでいる。

オーケストラピットを見ることは、舞台同様観客
の重要な楽しみだった。・・・トリノ王立歌劇場の
開場時（1740）に上演されたオペラ「アルサー
チェ」の絵では、ピット内の奏者が26人、外に6
人、合計32人が描かれている。オープニング
からオーケストラピットが小さかった!?

ミュンヘン・ガラス宮内のワグナー祝祭劇
場計画C（1864-66）, G.Semper,” G. 
Sempers Zweites Dresdner Hoftheater”
H. Magirius (Hermann Boehlaus Nachf. 
GmbH,1985)より、既に客席段床がオーケ
ストラピットまで連続的に計画されている

バイロイト祝祭劇場オー
ケストラピット、舞台・客席
両側から覆われた形式
はここにしか見られない
独自のもの
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「設備のととのった快適さほど重要でないもの
はない」「上演は個人の内面ではなく、人と人
とのあいだで行われる。そしてそこに立ち会う
すべての人が演じられることによって影響を受
ける」P.ブルック『殻を破る―演劇的探究の40
年』高橋康也他訳（晶文社、1993）より

ほぼ同時期に計画されたロンドンの2つの劇
場に見る距離感
オリヴィエ劇場：ギリシャ劇場を手本にシェイク
スピア劇場の舞台と合成したような構成、上
階に行くに従って遠くなる客席
バービカン劇場：舞台に近いことを最優先に
計画された客席空間＝平面的・断面的に20m
以内に全客席を配置、このためオリヴィエ劇
場に比べ客席平面がコンパクト、逆に舞台平
面は大きい。

（左）オリヴィエ劇場：正方形平面の一角にスラスト舞台を配置し円形状に舞台を取り囲む構成、（中）バービカン劇場（太
線）と他劇場比較「The Architects’ Journal 19820818」より作成、（右）バービカン劇場：上階にいくほどバルコニー客席が
舞台側に迫り出してくる客席断面

第五章 活動と呼応する距離感
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この音楽には喜びがある！

音楽を享受する準備として、観客は建築
空間に出会い演奏家に出会い、さらに観
客同士に出会う。そうした最初の出会いに
おけるホール空間の焦点が舞台であるこ
とを考えると、舞台周りのデザインが如何
に重要であるか想像できる。

その意味で、観客もまた「音楽している」の
である。コンサートホールという空間に身を
置いて、目の前で繰り広げられている音楽
を観客一人一人が自分の中でもう一度音
楽している。

こうした気分を観客が指揮者に託して「音
楽している」ことをいち早く理解していたの
がカラヤンだった。

感動に包まれた人々がどのような気持ちに
なるのか、どのようにそれを表現したいと
思っているのか、コンサートに訪れる人がど
のような気分でホールに入っていくのか、
について無関心でいて欲しくない。

（下左）ザールブリュッケン・コンサートホールコンペ案(H.シャロウン
1958) “Hans Scharoun” P.B. Jones(Phaidon Press Ltd., 1995)
より

ベルリン・フィルハモニー（上）と同ホワイエ（下右）



全蓋式の芝居小屋の誕生は、歌舞伎に決定的な変貌をもたらした。屋内化されることで、本舞
台は以前にも増して暗がりになってしまい、舞台に近付いてきた桟敷席からの視線も悪化したこ
とは間違いない。そこで新たな演技面を本舞台領域外に設けることになったと考える。

本舞台から開放された演技面の登場がきっかけとなって、そこからさらに客席の中へと演技の
場を拡張する発想が加速された結果、客席内を縦断する花道が重要な演技面として常設化さ
れたと想像できる。
・・・付け舞台・花道といった新たな演技領域により拡張性が出現し、一気に劇場空間としての広
がりを作り出した。・・・それにより西洋型のパースペクティブな舞台とはまるで異質な奥行感・立
体感を持った舞台へと生まれ変わった。ここに能舞台を出発点としながら、能舞台とは全く別物
の歌舞伎独自の空間形式が誕生したのである。

early 17thc.

Stage

Hashigakari

SajikiSajiki

Yagura

Geza/music

ca.1736-40  

Stage

Hashigakari

SajikiSajiki Hanamichi

Yagura

Stage

Hashigakari

SajikiSajiki

Yagura

Geza/music
Geza/

music

Ad.-Stage

late 17thc. 
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第六章 日本の劇場創成期
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浮絵歌舞妓芝居之図（奈良県立美術館所蔵）より グローブ座

劇場空間の長手方向を縦に貫く演技領域は、
世界に類を見ないユニークな舞台であり、そ
れによって歌舞伎が有する観客との関係も強
化された。西洋の舞台概念のようなリアルさを
追求するものと違って、あくまでも暗示的
で、・・・見る者の意識の中で舞台を再編集さ
せるかのような扱いを好んできた 。

歌舞伎の空間は、生成期から舞台正面を持っ
ていなかった点で全く西洋型の空間とは異質
のものである。高い料金を支払う人たちの桟
敷席は舞台側面側にあって、正面には土間席
があるのみだった。

西洋における17-18世紀の歴史的劇場では、
平面的な書き割りを用いながら、奥に行くに
従って小さく描き構成する透視図法による舞
台技術の発展が見られた。舞台上に立体感の
ある壮麗な宮殿、堅固な城、奥深い森などを
できるだけリアルに見せるため、機械式の見
事な舞台転換技術を生み出した。

舞台から少し離れた位置に桟敷席が設けられ
ており、その間に土間席が舞台を取り巻くよう
にあるという構図は、シェイクスピア時代の劇
場に非常に近い。しかし、正面に桟敷席を持
つか否かいう点で著しく異なる。



「図面でみる都市
建築の明治」鈴木
博之、初田亨（柏
書房1990）より
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劇場創成期

新富座（ 1878 ）で舞台と客席を隔てるプロセ
ニアム劇場の概念が最初に採用されたと紹介
されるが、・・・プロセニアム以上に注目すべき
点は、従来土間席に突き出ていた橋掛かりと
本舞台からなる凸型の舞台先端部が合体され
横一直線になり、その後の舞台形式を予感さ
せるものとなっていることである。

劇場、近代化流れは西欧の防火・衛生思想の流入と共に加速された。

（左）歌舞伎座（1889）：舞台と客席を明確に額縁で区画す
るという結果をもたらした。これにより歌舞伎舞台の入り組ん
だ舞台・観客関係が変質してしまった。

（右）帝国劇場（1911）：良くも悪くも多大な影響を与えた革
新的劇場。情報量も少なく設計期間も決して十分とは言え
ない状況にあって、複雑な劇場設計・技術設備と従来にな
い公演形態・サービスの体系を短期間に摂取したのは、偶
然ではなく周到な準備があってのこと

法令をリードした劇場計画
劇場では初めての鉄骨煉瓦造による耐火建築、
舞台・客席・楽屋・ホワイエなど各ゾーンが独立
して区画できる計画、全客席を椅子席とし客
席通路と出入口を直結、十分なすのこ高さを
有するフライタワーと適切な舞台の広さ、各種
舞台設備



E. ピスカトール演出「ラスプーチン」の舞台装置(1927, 
Volksbühne Berlin, Julius Richter)、” Erwin Piscator” Das 
Politische Theater (Adalbert Schultz Verlag, 1929)より：トータ
ルシアター（1927, W.グロピウス）のアイデアに通じる舞台装置

第七章 劇場のモダンデザイン 劇場は仮設性の強い場である。舞台とし
て作られるのは、一時的に設けられる特殊
な情況であり、張りぼて空間である。

その仮設性がどの範囲にあるのかが問題
で、舞台領域内に収まっている限りは、計
画物としての建築を越えることはないが、
客席を含めてとなると容易でなくなる。そ
の難しさに挑んだのが、プロセニアム劇場
に我慢できなくなった20世紀の演劇人
だった。その一人、演出家 E・ピスカトール
の注文によって計画されたW・グロピウスの
トータルシアター計画案（1927）は、後にア
ダプタブル劇場の先駆けとなった。

劇場人と建築家が協力して新しい劇場空
間を構想した意義は大きい。しかし、これ
ら建築的着想は、思ってもみない方向へと
向かうことになる。・・・A.アルトーは「舞台と
客席―私たちは舞台と観客席を捨て、代
わりに一つの場所を置く。どんなものを用
いても仕切ったり、遮ったりしない」（『演劇
とその形而上学』安堂信他訳・白水社 ）と
一気に劇場建築に見切りを付けてしまう。

イェジュイ・グロトフスキ演出
「Kordian」（ジュリアス・スロバ
キア作）オポール実験劇場
における上演のためのスケッ
チ （1962） ”Revolutions in 
Stage Design of 20 C.” D. 
Bablet (Leon Amiel Pub.,
1976)より：劇場という完全に計
画された空間でなく、不十分な
場の中から演技者と観客の無
限のバリエーションを作り出そ
うとした

ブッフ・デュ・ノール劇場断面図、
『演劇のための空間(SD別冊
24) 』鹿島出版会 1995より：
1974年、20年以上廃墟となっ
ていたパリ北駅近くに位置する
コメディ上演の劇場をその痕跡
をとどめたまま新たな劇場空間
としてP・ブルックが蘇えらせた
劇場、「何もない」どころか、強
力な存在感を感じさせる場所



Sydney Opera House, (1954コンペ) Jørn Utzon

マンハイム州立劇場コンペ案（1953、設計：ミース・
ファン・デル・ローエ）、“Ludwig Mies van der Rohe ”,
J-L. Cohen (Birkhäuser Verlag AG,2007)より：舞台
を含む裏機能を誰でも利用できる表の空間で包み込
むことで、表裏の表情のズレをいとも簡単に消し去って
しまった。これにより、劇場におけるパブリックを街にお
けるパブリックと接続させた。明快なセンターコア・プラ
ンニング、それを鉄とガラスで覆うという手法は、彼に
とって至極当然の構成だった。

ウッツォンは、水辺と基壇上部を純粋にパブリックの空間とする
ために、一切の裏機能を基壇の下に集約した。 ・・・オペラハウ
スが岬を独占するのでなく、むしろ、それによって水辺と人が交
わるランドスケープに変換することを狙った。・・・岬を訪れる全
ての人々に分け隔てなく開放されるという構想を、劇場のパブ
リック性に変換し直した。

ヒエラルキーと自由度がぶつかり合う劇場は、反デモクラティックな場でもある。創造的でありな
がら統率的であり、開かれていると同時に閉じている。裏腹な要素が劇場には満ちている。裏
の中に表を、表の中に裏が二重の可能性を持って計画されるなど、二重三重の綾を組み込ん
でいくことができないか。


