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〈特集 新型コロナウイルス感染拡大と演劇上演〉 

 

新型コロナ禍のもとでの演劇活動の模索 

――SPAC（静岡県舞台芸術センター）の 2020 年―― 

 

片山 幹生 

 

 

 新型コロナウイルスの感染が拡大するなか、2020 年の 2 月末から 6 月末にかけての約 5 ヶ月間、日本を

含む世界のほとんどの劇場で舞台芸術の公演が一切行われないという未曾有の事態が生じた。このような演

劇の空白の時期に SPAC（静岡県舞台芸術センター）はひっそりと息をひそめ、活動停止していたわけでは

ない。演劇公演ができないなか、演劇公演の代替となるようなさまざまな活動を模索し実施することで、こ

の事態を乗り切ろうとした。この記事では SPAC 制作部の丹治陽（たんじはる）氏へのインタビュー取材の

内容に基づき、2020 年のコロナ禍のもと SPAC がどのような取り組みを行ったかを報告したい。 

 

くものうえ⇅せかい演劇祭 

 SPAC では 2020 年 2 月 29 日（土）以降に行われる予定だった『メナム河の日本人』のの公演が中止とな

って以降、9 月の終わりまで予定されていた主催事業の大半が中止を余儀なくされた。《ふじのくに⇄せかい

演劇祭》の中止は 4 月 3 日に発表され、その代替として企画されたのは、オンラインによる演劇祭《くもの

うえ⇅せかい演劇祭 2020》である。この試みを芸術総監督の宮城聰は「カニが手に入らないときのカニカマ

ボコのような演劇カニカマボコ」と呼んだ。この時期、欧米の劇場の多くは過去の舞台公演映像をインター

ネットで無料配信していたが、《くものうえ⇅せかい演劇祭 2020》では舞台公演の映像配信は、オリヴィエ・

ピィのグリム童話『愛が勝つおはなし～マレーヌ姫～』と SPAC の『アンティゴネ』（アヴィニョン演劇祭

2017 の公演映像）の 2 本だけだった。SPAC 制作の丹治氏の話では、舞台の映像配信について打診したとこ

ろ、多くの招聘アーティストは抵抗感を示したと言う。結局、ブラジルのクリスティアヌ・ジャタヒーとロ

シアのキリル・セレブレンニコフについては、舞台公演映像ではなく、彼らが映画として撮影した作品の配

信が期間中に行われた。ワジディ・ムアワッドは自宅で撮影した日記の朗読映像、オマール・ポラスは 8 分

間のパフォーマンス映像を《くものうえ⇅せかい演劇祭》のために制作し、それが配信された。 

 《くものうえ⇅せかい演劇祭 2020》プログラムのメイン企画となったのは、映像配信よりはむしろ SPAC

芸術総監督の宮城聰と招聘アーティストとのトーク企画かもしれない。この企画で宮城は 6 人の海外のアー

ティストと対談する他、中井美穂の司会で 3 人の日本人アーティスト（やなぎみわ、タニノクロウ、岩井秀

人）とオンラインで座談会を行っている。このトーク企画は演劇祭終了後も視聴が可能になっている。この

ほか、SPAC の『おちょこの傘持つメリー・ポピンズ』と『アンティゴネ』の俳優とスタッフの稽古風景中

継とメッセージ・リレーがインターネット配信で行われた。 

https://spac.or.jp/news/?p=16931
https://spac.or.jp/news/?p=17091
https://spac.or.jp/festival_on_the_cloud2020
https://spac.or.jp/festival_on_the_cloud2020
https://spac.or.jp/festival_on_the_cloud2020#video
https://spac.or.jp/festival_on_the_cloud2020#video
https://spac.or.jp/festival_on_the_cloud2020#video
https://spac.or.jp/festival_on_the_cloud2020/talk-series
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 演劇公演がしばらくのあいだできないことが確実となった 3 月末に、SPAC ではこの状況下でどんな活動

が可能なのかについて俳優とスタッフで討論を行ったという。膨大なアイディアからいくつかの企画が立ち

上がり、4 月から 5 月にかけて実施され、6 月から 8 月にかけてはコンテンツを絞って「SPAC の劇配！」

プロジェクトとしてまとめられた。コロナ禍のもとで SPAC が行った活動でユニークなところは、インター

ネットを使った映像配信という手段だけでなく、オンライン・コンテンツにアクセスが難しい人たちや学校

に通う子どもたちへ演劇を届ける方策が模索されたことだ。そしてそういった企画には、たとえ同じ空間で

接触できないにせよ、俳優と観客が同じ時間を共有し、反応しあうライブの状況を実現しようとする工夫が

ある。「本当の」演劇ではない「演劇カニカマボコ」であっても、人と人が交わる芸術的創造の場を提供しよ

うとするところに、SPAC の演劇観が反映されているように私には感じられた。ここではその一部を紹介し

よう。 

 《でんわ de 名作劇場》は《くものうえ⇅せかい演劇祭》の一企画として始められたものだが、演劇祭終了

後も継続して行われた。もともとはワジディ・ムアワッドが彼が芸術監督を務めるコリーヌ劇場で行ってい

たものだった。SPAC 俳優が客に電話をかけて 10 分から 30 分のライブ朗読を行うという試みだ。俳優と観

客が電話というプライベートな手段を通し一対一で同じ時間を共有することで、濃密な演劇的時間を作り出

すことができたようだ。俳優側にとっても観客の存在や思いを通常の公演以上に強く感じとることができる

刺激的な機会となった。俳優と観客の一対一の関係が想定されていた企画だが、電話の音声をスピーカーで

流し、複数の観客が聴取することもあったとのこと。《でんわ de 名作劇場》は、劇場での公演が再開された

あとも継続して行われている。 

 《SPAC の一日放送委員》は、SPAC 俳優が学校に出張して、給食の献立紹介や生徒会からのお知らせな

ど、普段は放送委員の生徒が担当している内容に加え、国語の教科書に掲載されている作品の一部を朗読す

る企画だ。この企画では俳優は放送室、生徒たちは教室にいるので、両者が接触することはない。しかしあ

る俳優が中学校で『走れメロス』を放送で朗読したとき、校舎の玄関で生徒たちが俳優を出待ちしていたこ

とがあった。生徒たちはプロの俳優の『走れメロス』の朗読に感動し、放送が終わったあと、教室で思わず

立ち上がって拍手したそうだ。そして朗読した俳優に直接感謝のことばを伝えたかったとのことである。 

 《SPAC 出張ラヂヲ局》は、SPAC 俳優が FM トランスミッター（小型電波発信機）を持って高齢者福祉

施設などに赴き、「名作の朗読・トーク・楽器の演奏などを、施設の外から FM 波にのせて送信する」のを、

建物内でラジオ等で受信して聞くという試みだ。新型コロナの感染を防ぐため、高齢者施設に入所している

人たちの多くは家族との面会もままならない孤立した状況にあった。SPAC の俳優が来訪し、FM 電波を通

してとはいえ、そうした老人がたに直接向き合った表現活動が行われたことは、彼らの孤独を癒やすものと

なっただろう。SPAC 俳優たちにとっても、コロナ禍のもと「不要不急」とされていた演劇を必要としてい

た人たちがいることを確認できたことは大きな励ましになったのではないだろうか。 

 高齢者施設の入居者たちは、そもそも新型コロナに関係になく、劇場に足を運ぶことが難しい人たちでも

ある。コロナ禍で演劇の代替として行うことになった「演劇カニカマボコ」が、これまで見えていなかった

演劇を求める人たちの存在に気づくきっかけになったと SPAC 制作の丹治氏は話す。新型コロナによる公演

活動の休止は、SPAC がこれまで行ってきたアウトリーチ活動の可能性をさらに拡大するものとなったのだ。 

 こうしたアウトリーチ活動と平行して、YouTube を利用した動画配信の新企画も 2020 年 6 月 8 日から始

https://spac.or.jp/2020-6/tele_theater
https://spac.or.jp/2020-6/tele_theater
https://spac.or.jp/news/?p=17395Ω
https://spac.or.jp/2020-6/radio
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まった。《噂の SPAC 俳優が教科書朗読に挑戦！～こいつら本気だ》である。この朗読企画専門のチャンネ

ルが開設されると同時に 50 本の朗読動画が一気に公開され、その後二ヶ月間ほどの短い期間に 100 本を超

える動画が公開された。朗読作品は国語の教科書に掲載されているもので、著作権上問題ないものが選ばれ

ている。この量と質のインパクトは強烈だった。学校の教育現場などでの活用が期待される重要なアーカイ

ブとなるだろう。 

 

新型コロナ警戒の下での公演活動 

 2020-21 年秋・春のシーズンから SPAC は劇場公演を再開した。10 月後半のセリーヌ・シェフェール演出

の『みつばち共和国』（舞台芸術公園 屋内ホール「楕円堂」）を皮切りに、11 月からはジャン・ランベール

＝ヴィルドとロレンゾ・マラゲラ演出の『妖怪の国の与太郎』の再演（掛川市生涯学習センター他）、年明け

の 2021 年 1 月 23 日・24 日にノゾエ征爾演出『病は気から』の再演（静岡市民文化会館）、2 月からは宮城

聰演出『ハムレット』再演（静岡芸術劇場他）が行われた。 

 これらの劇場公演では「静岡県実施方針」および全国公立文化施設協会が定めたガイドラインに基づいた

厳重な感染防止策が採られていて、その内容の詳細はウェブページで確認できるようになっている（2020 年

12 月 3 日付けの SPAC からのお知らせ）。ただこのウェブページに掲載された防止策は、劇場にやって来る

観客を感染から守るためのものである。こうした観客向けの対策とは別に、新型コロナ感染による公演中止

の事態を回避するために、SPAC では作り手の側にも厳重な防疫体制を定めている。 

 昨年 10 月以降の SPAC の主催公演では、本番の舞台でも俳優はマスクを装着しての演技となっているが、

これはこの感染防止策によるものだ。マスクを劇内世界に取り込むための演出上の工夫はあったが、マスク

の存在は劇の外の世界である現実を観客に意識させ、観劇の興を多かれ少なかれ削いでしまう異物だ。また

マスクによって俳優の表情の変化が読み取りにくくなるし、声も届きにくくなってしまう。演出上のマイナ

スになるマスク装着のルール化については劇団内でもおそらく議論があったはずだが、これは公演中止のリ

スクを最小限にすることを優先するための苦渋の選択だろう。 

 これ以外にも各公演にアンダースタディを置く、舞台上で俳優同士が直接身体を触らないようにする、小

道具の受け渡しがあるときは必ず消毒を行う、稽古場などに一度に入ることができる人数を定め密集を作り

出さないようにする、といった対策が採られた。こうした感染対策は、当然俳優の演技と演出に大きな影響

を及ぼすことになる。再演の『妖怪の国の与太郎』、『病は気から』については、演出家とスタッフは旧知の

間柄で、感染対策による演出上の制限について理解を得るための信頼関係があった。しかし 10 月に公演が

あった『みつばち共和国』の演出家セリーヌ・シェフェールは今回が SPAC とのはじめての仕事で、しかも

彼女は新型コロナのため稽古のために来日することがかなわなかった。演出家にはリモートで粘り強く話し

合いを行うことで理解を求め、SPAC のルールに基づく感染対策を踏まえた演出を、俳優、スタッフ、演出

家で考えていったとのことだ。 

 新型コロナの流行は現在もなお予断を許さない状況が続いている。2021 年 4 月 24 日から 5 月 5 日かけて

開催が予定されている《ふじのくに⇄せかい演劇祭 2021》では、すべてが野外公演となることが予告されて

いる。静岡よりもはるかに厳しい感染状況の東京でも舞台芸術公演はできているので、おそらく《ふじのく

に⇄せかい演劇祭 2021》でも SPAC 他、日本の劇団の公演は中止になる可能性は低いだろう。ただし海外

からの招聘アーティストの公演がどうなるかは現時点では読めない。SPAC としては予定されていた海外ア

https://spac.or.jp/2020-6/rodoku
https://www.youtube.com/channel/UCCi90ojdoBIw1gIFsmWYoHQ
https://www.youtube.com/channel/UCCi90ojdoBIw1gIFsmWYoHQ
https://spac.or.jp/au2020-sp2021/la-republique-des-abeilles_2020
https://spac.or.jp/au2020-sp2021/la-republique-des-abeilles_2020
https://spac.or.jp/au2020-sp2021/yokainokuni_2020
https://spac.or.jp/au2020-sp2021/yokainokuni_2020
https://spac.or.jp/au2020-sp2021/le_malade_imaginaire_2020
https://spac.or.jp/au2020-sp2021/hamlet_2020
https://spac.or.jp/au2020-sp2021/hamlet_2020
https://spac.or.jp/news/?p=17635
https://spac.or.jp/news/?p=17635
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ーティストの公演が中止となることも想定したうえで、準備を進めざるをえないだろう。 

 終演後の歓談やバックステージツアーなど、観客と出演者、スタッフの交流の機会が多いのも SPAC の特

徴だった。現在はコロナ対策の一環で観客と出演者の接触は、差し入れも含めできなくなっているが、感染

状況を見ながらこうしたイベントの再開は検討していきたいとのこと。新型コロナ禍のもとで始められたさ

まざまな新しい取り組みも、公演ができるようになったからといってやめてしまうのではなく、意義のある

ものについては今後も継続していきたいと制作部の丹治陽氏は語っていた。 

 

（日仏演劇協会事務局長） 

 

 

 

【丹治陽（たんじ・はる）】 

SPAC−静岡県舞台芸術センター 制作部 副主任 

1982 年生まれ。2006 年より SPAC 制作部に所属。鈴木忠志演出作品の字幕などを担当。2007 年以降は、宮

城聰をはじめ国内外の演出家による作品制作や海外公演、中高生を対象とした人材育成事業、「ふじのくに⇄

せかい演劇祭」の制作統括を担当しながら、営業・ウェブのチーフ、制作部内の人事調整などに取り組んで

いる。2015 年、文化庁在外研修制度を活用し英国グラスゴーの Citizens Theatre にて研修。2019 年より静

岡県立大学にて非常勤講師として文化政策を教えている。共著に『芸術と環境』（論創社、2012）。 

 

 


