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日本劇場技術者連盟

幕内：劇場の幕内側のことで、演者・大道具・小道具・衣装・照明・音響など、舞台を創造するものの総称

■ 劇 場 技 術 寺 子 屋 /音 楽 編

「 ス テ ー ジ マ ネ ー ジ ャ ー の 仕 事 を 学 ぶ 」【 報 告 】

2013 年 2 月 25 日（月）14:30〜16:30

於 東京都 新宿文化センター

編集部

平野

克明

テレビ・ラジオ番組制作で有名なテレビマンユニオンで、多くの海外アーティストを招聘し、
コンサート制作業務においてステージマネージャーとしても活躍された内田陽子氏と、多くの著
名なアーティストのコンサートツアーの演出・舞台監督をこなしながら、貝塚市文化振興事業団
専務理事であり、当連盟の副理事長でもある山形裕久氏による講演を聴講した。
内田氏の業務は、海外の大手マネジ
メント会社（ハリソン・パロット、コ
ルバートなど）との取引が主で、二年
から三年先の演奏計画を立て、ビジネ
スとして成り立つようにギャランティ
に関する交渉などを行う。その後、国
内各地のホール関係者に売り込みツア
ー計画を立てることになる。
この過程で、内田氏が最も神経と労力を要するのは、契約時の相手との交渉である。その際に
日本に対するシンパシー、つまり、日本に対する親近感や共感の有無が大きな影響を及ぼすので、
いかに彼らと「絆」を築くかが重要である。例えば、その度合いにより、ギャランティの額にも
響いてくることがある。また、直接アーティストとやりとりができて契約に至ることもあるそう
だ。そして、国内のホールへの営業においても、同様であり、ホールの事業担当者と人間関係を
築き、アーティストはもちろん、営業担当である自分を気に入ってもらえることがとても重要で
あるとのこと。このように、華やかで芸術的なコンサートの裏側では、シビアな営業活動と苦労
があることがよく分かり、大変勉強になった。
また、内田氏はコンサートツアーのマネジメント（以降、ツアマネと記述）も行い、その中で、
ステージマネージャーの仕事もこなされた。このツアマネの仕事は、アーティストの演奏中のケ
アはもちろん、それ以外の移動や食事含めあらゆることに対応する必要があり、また、それを細
やかな配慮を持って行わねばならず、二歩、三歩先を読まねば勤まらない仕事であることが実感
できた。
一方、海外アーティストにまつわる山形氏のお話しも非常に興味深いものであった。紙数の制
約上多くを割愛することを許されたいが、そのいくつかをご紹介したい。
海外アーティストのコンサートを実際のホールで行う時に、日本人の感覚では、信じられない
ようなことが多多起こるという。例えば、仕様書の項目に、舞台の床面の段差が１㎜あるだけで
も許されないなどというものもあり、そのような内容が羅列され、その厚みが電話帳ほどもあっ
たこともあるそうだ。また、以前は共産圏からの演奏家には政治士官と呼ばれる共産党の規律を
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統制する役人が随行しており亡命などを防いでいたという。食事もパンやラードが配給され、楽
器ケースも軍用のものを流用していたことから、独特の緊張感がコンサート会場には漂っていた
という。
現在のステージマネージャーのシステムが誕生したといわれるエピソードは参考になった。そ
れ以前は、現場の職人的な舞台・音響・照明業者のスタッフが打合せを行っていたため、スムー
ズにいかないことが多かったそうだ。そこで、大手の舞台・音響・照明業者が出資してステージ
マネージャー集団の会社を設立し、打合せ窓口担当を一本化したことが、現在のステージマネー
ジャーに受け継がれているということである。
今回の講座では、海外アーティストのコンサートにおけるステージマネージャーやツアーマネ
ージャーの仕事の成り立ちから背景まで理解できたので、現場での対応に有効活用したいと強く
感じた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■ 参加者の感想
今回はステマネについてのセミナーがあると知り、受講させて頂きました。セミナーでは自分
の知らない舞台裏、コンサートが出来るまでの一部始終を聞くことが出来ました。自分も多少は
コンサートの裏方をやっていましたが、プロの仕事というものを教われたと思っています。
また、さらに充実した時間が過ごせたのが交流会です。各地で舞台の仕事をなさっている方々
と知り合い、お話を聞くことが出来ました。それは学生の自分にとっては新鮮なことで、とても
ためになるお話ばかりでした。
このセミナーの経験から得たものをこれからの自分の活動にも役立てたいと思います。本当に
ありがとうございました。

（山梨県

大橋

証太）

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------今回、宮城より初参加させていただきました。地元にあるホールがきっかけでクラシック音楽
を続けていますが、恥ずかしながらホールの仕事に関わるまで「ステージマネージャー」という
仕事をあまり理解していませんでした。
同じ日本人であっても十人十色、まして海外のアーティストとなれば言葉や食、文化の違い、
宗教上の問題など

細部に亘って気を配る必要があることを知りました。

「アーティストの 2 歩、3 歩先のことを考える。」それは舞台に関わるすべての人に共通するこ
となのだと思いました。アーティストの招聘、出演契約から裏話までと幅広く聞かせていただき、
話に引き込まれ、時間が経つのがあっという間でした。
交流会では、とにかく皆さん気さくでいつの間にか緊張が解け、貴重なお話をたくさん聞くこ
とができました。このような企画に参加することができ、感謝いたします。有難うございました。
（宮城県

今野

舞）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●交流会
講座後、恒例の交流会が開催され、多くの方が参加され、大いに盛り上がった。もちろん、講
師両名も参加され、さらに掘り下げた深い話を楽しまれていた。
今回も、遠方からの参加者があり、宮城県や北海道からも来られ、講師の方と懇談されていた。
また、まだ若い大学生も年配の技術者に混ざって、名刺を交換しながら、熱心に皆の話に聞き入
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っていたのが印象的であった。このような参加者の姿を見るにつけ、日本劇場技術者連盟の存在
意義を確認すると共に、さらに、多くの技術者やそれに関わる方により多くのものを与え、与え
られる組織にするべきとの思いを強くした次第である。

連盟会員の新鮮便
■感性を磨く

福井県

山下

祐治

それなりに長く舞台技術の仕事をしていると自分自身の知識や技術、感覚に一定の自信が出
てくるものだと思います。そうすると、その時点で無意識のうちに現状に満足してしまい、自分
の感性を磨くことを怠ることにも繋がるように思います。私自身もそうでした。
舞台技術を始めた頃、ベテランの照明さんが「照明は絵を観に行かないといけない」とおっし
ゃっていましたが、何のことかよく分からず、美術館へ行っても特に感慨を覚えずに出てきてい
ました。絵画を観る事が今の仕事にどう繋がるか、影響するかは人それぞれ違うかも知れません
が、実物を観る事で筆遣いを感じ、色彩を感じ、バランスを感じそして感動する。良い物を観る
ことで感性が磨かれ、日々の仕事において「明かりを出す、消す、変化させる」という動作に気
持ちが入り、感性が表現されていると今は感じます。それは絵画に限らず、そして照明に限らず、
すべてにおいて同じだと思います。
何年この仕事をしている、だからもう大丈夫、ではなく、続けている以上は常に感性を磨き続
ける舞台技術者でありたいと思います。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■神奈川芸術劇場（KAAT）舞台技術ワークショップに参加して
埼玉県

米本 麻紀子

2013 年 1 月 29 日から 2 月 1 日まで、神奈川芸術劇場（通称 KAAT）の舞台技術ワークショッ
プに参加しました。初めの 3 日間は初心者対象のワークショップ、最終日は高所作業の安全につ
いての講演でした。舞台技術そのものの研修というよりは、劇場で舞台が作られていく過程で、
各部署がどのように場や時間を融通し、連携して動いているのかを体験してみようという趣旨で
した。
具体的には、40 人弱の受講生を 4 班に分け、照明、音響、大道具製作、仕込み、本読みや演
技、早替え、演出部の役割を交代で体験し、最終日には戯曲の一場面を各班が上演するという内
容。 参加者は学生、社会人、劇団俳優、美術館プランナー、劇場制作者等多岐にわたり、皆楽
しそうに作業していました。
今回の試みとして、たとえば、仕込みの際にスピーカーや照明、幕が互いに干渉する悪い例に
なるよう図面や手順が作られ、技術監督の堀内氏が各バトンの昇降の際、どことどこが干渉する
か？という問題点を指摘し、現場ではいかに判断し、対処するのかというポイントも説明。そし
て、実際に、解決する過程を KAAT スタッフが作業して見せてくれました。
KAAT は演劇専用劇場として作られ、設計や運営方針はイギリスに範をとっているそうです。
そのためか、今回は、平台、箱馬の実習はなく(備品としてはあるそうですが)、ロンドンから輸
入のスチールデッキや角トラスの扱い、スリングやシャックルを使ったスピーカーの桁吊り、ア
メリカから輸入したキャンバス・ハンパー（※幕などの布製品の保管や輸送に使用する箱）によ
る幕の吊換え、コンピュータ制御の照明・音響・舞台機構操作卓の使用方法、役者に装着する小
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型ワイヤレスマイクの取扱い、高所作業の注意点など、普段できない経験ができ、また、なかな
か得られない知識について教えていただき、大変有意義でした。
KAAT の制作の方に伺ったところ、鉄の舞台素材は初体験の利用者が多いとのことですが、鉄
製の舞台用具は木製品に比べ、初心者でも直角が取りやすく、ラチェットだけで作業ができるた
め、取り扱いが簡単で、また、重量があるので安定感があり、安全で、反ったり削れたりせず、
長持ちする等の理由で導入されているそうです。
実に多くの実践的なことが学べて良かったと感じました。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■今更ながら、とうとうビデオも

北海道深川市

坪田

栄藏

私は地域で様々な公演をサポートしているのですが、このようなことを行うようになったのは
趣味の音楽活動から舞台運営に興味を持ったからです。
さて、そんな私の趣味と言えば、音楽はもちろん、録音も含めたオーディオ、写真、パソコン
などです。人は多趣味と言いますが、これは全て舞台に関わった趣味なのです。録音は出演した
時の記録のためで、様々な録音機器等を試しました。写真も舞台をきれいに撮るために明暗の差
が大きい舞台をどのような露出にするかに腐心し、また、スポットライトの赤みを抑えるための
フィルターに拘りました。パソコンは、コンサートのポスター等を自作するためのワープロから
始まり、もっと凝ったデザインにしたいとパソコンを駆使するようになりました。
そして唯一手を付けなかったのがビデオです。ビデオ撮影を頼まれることも多いのですが「私
は栄蔵（エイゾウ）なので映像（エイゾウ）はやりません」などと変な言い訳をしていますが本
当の理由は、１カメだけで編集していない映像には耐えがたいものがありました。以前は編集に
は相当の機材が必要なことが多く、パソコンでも高いスペックが求められました。それにビデオ
カメラの音声にも我慢がなりませんでした。
しかし最近のパソコンは編集にも充分なスペックを有しています。また結構良い音で録ること
ができ、使い勝手の良いハンディレコーダーで動画も撮れる機種も出てきました。但しこれでは
画角は固定されてしまいますが、私が記録的に撮るには充分です。
そして、とうとうビデオに手を出してしまった訳です。あくまで固定の画像ですが、ちょっと
した文字入れやエフェクトを掛け、音も場合によってはＣＤ用の音声をミックスさせているので
結構好評です。
今やＣＤよりもビデオなのでしょうね。でもいくら良い音でビデオを作っても、今の液晶テレビ
の音にはガッカリします。まだミニコンポで聞くＣＤの方がマシに思えます。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■ロビーをどう活かすか

島根県

スサノオホール 桑原 基紘

皆さんが管理運営されているホールでのロビー活用はどのようにされているでしょうか？
もちろんイベント内容に沿った装飾をされていると思いますが、その中でもいろいろ制約があっ
てできることが限られることもあると思います。当方ではその辺はわりと自由（？）にさせてい
ただいており、先日はロビーに『提灯』を吊ってみました（中に電球もあり明かりが灯ります）。
これは、当方主催事業である「落語」を開催するにあたり、少しでも古典芸能の雰囲気を作るこ
とができればとの思いからでしたが、個人的には非常に雰囲気が出て良かったです。
このように今後様々なジャンルの催しを計画するにあたり、安全面やお客さんの動線などに支
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障が出ないよう心掛けつつ面白いロビー活用法を探っていきたいと思います。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■みの〜れ10歳によせて

茨城県

阿部

喜一

昨年11月3日に小美玉市四季文化館“みの〜れ”は満10歳になりました。10周年ではなくて10
歳というのは、“みの〜れ”を人と同じように生きる住民の一人と考え「呼吸する文化センター」
というコンセプトで生まれた劇場だからです。
愛称の「〜」には「山あり谷あり」という意味が込められています。まさに、この10年いろん
なことがありました。
私は「安全管理のために舞台専門の技術者が必要」という提案をしていましたが、それを受け
止めてくれたのが“みの〜れ”でした。突然現れた民間業者の話を理解していただけたのは、開
館準備室の職員さんたちが、建設前7年間に及ぶ住民との話し合いを重ねながら調査研究してい
たからです。
オープンしてからも多くの実行委員会やボランティア組織の各部門会議など、毎晩遅くまで明
かりが消えませんでした。
「住民主導行政支援」の考え方で、「住民参画」の形が出来ました。小美玉市役所で「一番移
動したくないセクション」といわれるほどの職員さんたちの努力があったからこそです。
そして、100人以上のボランティアのみなさん。タイムカードが必要なくらい毎日顔を見る人も
少なくありません。みんな自分のこととして“みの〜れ”を考えています。
忘れてはならないのが、清掃業者のおばさんたち。来館する人が「いつもきれいですね」と言
っていただけるのは、どこでもピカピカにしてしまう3人の女神さまのおかげです。
“みの〜れ”は自慢することがたくさんある劇場です。施設・設備もそうですが、これは時間
とともに自慢にならなくなっていきます。でも、そこに集う人はいつまでも自慢のタネになるも
のです。
人が劇場を作り、劇場が人を作る。20歳の誕生日にもそんな姿であってほしいと思います。

イベントのお知らせ
■2013年度日本劇場技術者連盟総会
◎日時：2013 年 4 月 22 日（月）13 時 30 分~15 時
◎会場：東京・かめありリリオホール（JR 亀有駅前 イトーヨーカドー8F）
※訂正：郵送した総会案内に「かつしかリリオホール」とありますが、正しくは、「かめあり
リリオホール」です。
◎総会後の催しご案内
・連盟会員会友対象セミナー「誰にも聞けない舞台照明の素朴な疑問 Ｑ＆Ａ」
15 時~16 時 45 分
・交流会

会費 4,000 円

17 時 30 分~19 時 30 分

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■ジャズサウンドラボラトリー
主としてストリードジャズの音響について学び、ストリードジャズフェスなどのスタッフとし
て役立つ感性と技術を身に付ける検定セミナーで、3 回開催する。
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◎日時：2013 年 4 月 20 日（土）13 時 30 分~15 時 30 分（第１回目）
◎会場：グリーンプラザ７階 サークル談話室（京王線府中駅北口徒歩 2 分）
◎内容：ジャズサウンドの第一人者、及川公生氏による四方山話
~ジャズを心地よく聞かせる技~
◎受講料：各回 500 円（資料代込）
◎問い合わせ・申込先：JAZZ in FUCHU のホームページを参照
◎主催：JAZZ in FUCHU 実行委員会
協賛：日本劇場技術者連盟、日本音響家協会
後援：ザ・ゴールドエンジン、株式会社エヌエスイー
◇次回は 2013 年 6 月 15 日（土）13 時 30 分~14 時 30 分
ルミエール府中 コンベンションホール飛鳥Ｃ
音響の初歩を学ぶ「用語の解説と音響機器を使って SR（PA）実習」

連盟からのお知らせ
■E メールアドレスの登録を！
当連盟は多くの会員に低廉な会費で、多くの有益な技術や情報をお伝えするため、経費の節減
に努めております。そのため、役員も無報酬で、本業の合間に活動しております。
現在、この瓦版も含め、できるだけ郵送によるコストと手間を抑えたいと考えております。こ
の趣旨をご理解いただき、是非とも、メールアドレスの登録にご協力ください。
変更の際のご連絡もお忘れなく。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■会費納入のお願い
2012 年度の会費を納入されていない方は、至急納入してください。
会費は 2,000 円で、振込先は０ ０ １ ８ ０ – ７ – ５ ４ ０ ７ ４ ４（郵便局窓口で払込）、名義
は日本劇場技術者連盟です。
2013 年度の会費納入期限は、2013 年 8 月 31 日です。総会案内に同封した振込用紙でお振り
込みください。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■Facebook「日本劇場技術者連盟ラウンジ」で交流を！
Facebook の「日本劇場技術者連盟ラウンジ」に気軽に書き込みをして、情報交換をしてみて
はいかがでしょう。
まずは、連盟ウェブサイトのトップページ（http://www.teec-or.com/）から「日本劇場技術
者連盟ラウンジ（Facebook で交流）」をクリックしてください。

発行日: 2013 年 3 月 26 日
発

行:日本劇場技術者連盟発行人:齋藤

編集人:平野

讓一

克明

編集委員: 阿部喜一・小松正俊・桑原基弘・庄司

至・増田哲也・山下祐治
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■劇場技術者が活きる、新たな創世に向けて
日本劇場技術者連盟

理事長

齋藤

譲一

新たな年度がスタートを切りましたが、日本劇場者連盟会員の方々には、ますますご清栄のこ
とと存じます。
去る 4 月 22 日に「かめありリリオホール」にて、今年度の理事会と総会を行い無事終了いた
しましたことをご報告いたします。とくに、参加の皆様から当連盟の今後の活動につきまして、
熱心で前向きなご発言が多くあったことに大きな意義を感じております。また、今回は役員改選
の年にあたり、これまで連盟の中心として少なからずご功績のあった八板賢二郎氏、小坂部恵次
氏、山形等氏方々から理事退任の申し入れがありました。
お三方には、これまで中心となって重要な役割を担い、今日の連盟の礎を築き上げてください
ましたことに、ただただ感謝の思いでいっぱいです。小坂部氏と山形氏には、今後も顧問として
の立場でご指導を仰ぐことになりました。そして、設立から今日まで、当連盟の屋台骨を背負い
リードしてこられた八板前副理事長のご苦労を察するにはあまりあるものがございました。従い
まして、これからも名誉ある会長職として当連盟を見守りご指導を仰ぎたく存じております。
そして、それを受けて四人の方々（糸日谷智孝、石山富士夫、山本広志、米本麻紀子）が選出
され新たに理事に加わりました。さらなる日本劇場技術者連盟の発展のために、熱き思いの新理
事の方々に期待しています。
劇場を支える「劇場技術者のステータスの向上」を推し進めるためには、まだまだ多くの方々
の団結と協力が必要と考えております。劇場法も施行されましたが、それが空手形になってしま
わないように当連盟もしっかりと活動して参りたいと思います。

■日本劇場技術者連盟第 7 回定期総会開催【報告】
日本劇場技術者連盟第7回定期総会が、2013年4月22日(月)、東京都葛飾区のかめありリリオ
ホールで開催され、以下の議案が承認された。
◎第一議案

2012 年度事業報告

1.劇場技術者寺子屋「舞台監督の仕事を学ぶ（演劇編）」2012 年 4 月 16 日（月）
会場：新宿文化センター

講師：大木

玉樹 氏、藤崎

遊 氏

2.製作現場を見に行こう「大道具編」2012 年 6 月 11 日（月）
金井大道具株式会社シーンテックさいたま美術センター見学
3.第１種、第 3 種劇場技術者検定講座
会場：中新田バッハホール
4.特番「音のゼミナール」

宮城県開催

2012 年 8 月 18 日（土）〜8 月 19 日（日）

講師：照明/千田敬 氏、舞台進行/小松正俊 氏、音響/八板賢二郎 氏
2012 年 9 月 10 日（月）会場：豊島区民センター

主催：一般社団法人日本音響家協会

協賛：日本劇場技術者連盟

5.JAZZ in FUCHU 支援（東京・府中市開催）

音響機材協力：株式会社エルシー電機

2012 年 10 月 14 日（日）
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会場：東京都府中市内

主催：JAZZ in FUCHU 実行委員会

協賛：日本劇場技術者連盟

6.音のゼミナール「コンプレッサーで音に彩りを！」の開催
会場：新宿文化センター

講師：昆布

7.第 1 種、第 3 種劇場技術者検定講座

佳久 氏

2012 年 12 月 10 日（月）14:30〜16:30

共催：一般社団法人日本音響家協会

大阪・貝塚市開催

2013 年 2 月 21 日（木）〜22 日（金）

会場：貝塚市民文化会館/コスモスシアター中ホール
8.劇場技術者寺子屋「ステージマネージャーの仕事」
会場：新宿文化センター

2013 年 2 月 25 日（月）

講師：内田陽子 氏、山形裕久 氏

共催：埼玉県舞台技術協議会、一般社団法人日本音響家協会
9.第１回ジャズサウンドラボラトリー
講師：及川公生 氏
音響家協会

2013 年 4 月 20 日（土）

主催：JAZZ in FUCHU 実行委員会

共催：日本劇場技術者連盟、一般社団法人日本

協賛：ザ・ゴールドエンジン、株式会社エヌエスイー

10.「誰にも聞けない舞台照明の素朴な疑問
会場：東京都葛飾区

Ｑ＆Ａ」

実施日：2013 年 4 月 22 日

かめありリリオホール

11.会報発行

幕内瓦版 16 号~19 号

◎第二義案

2012 年度会計報告

◎第三議案

役員改選

◎第四議案

2013 年度事業計画

4 回発行

1.劇場技術者寺子屋
2.見学会

小道具会社 (※本瓦版の「イベントのお知らせ」参照)

3.第１種、第３種劇場技術者検定講座 (※本瓦版の「イベントのお知らせ」参照)
4.ジャズサウンドラボラトリー共催
5.第２種教科書完成と検定講座開催
6.誰にも聞けない舞台照明の素朴な疑問

Ｑ＆Ａシリーズ

7.その他、委員会で協議して決定
8.会報「幕内瓦版」4 回発行

◎第五議案

2013 年度予算

※総会および理事会の詳細は日本劇場技術者連盟のホームページ（http://www.teec-or.org/）
でご覧になれます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■新理事から一言
□石山

富士夫（埼玉県）

会館業務では何でもやりますが本職は照明です。現場での経験談でお役に立てればと思います。
□糸日谷 智孝(千葉県)
この度、連盟理事を拝命しました糸日谷（いとひや）と申します。
私達の子どもや、孫や、100 年後の人々に「劇場の仕事って素晴らしいんだ」と心から認めても
らえるよう、今出来ることを精一杯したいと思っています。よろしくお願いします。
□山本 広志（富山県）
今回、理事に推挙いただき深く感謝いたします。
当連盟の技能認定は、一昨年富山で実施させていただきました。劇場のスタッフとしてオールマ
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イティなポジションから関わることはとても大切だと痛感しています。舞台、照明、音響、映像
と舞台管理に必要な知識と技能は、安全な劇場運営に不可欠です。
劇場の法律も制定され、今後のあり方が問われる時期に当連盟が何かと役割を果たしていければ
いいのではないでしょうか。
今後共、よろしくお願い申し上げます。
□米本 麻紀子（埼玉県）
今回新任理事として参加させて頂きます、米本と申します。元は道化師ですが、オペラの演出助
手や舞台監督をするようになり、舞台技術の勉強がしたくて連盟に参加させて頂いています。
どうぞよろしくお願い致します。

■ 誰 に も 聞 け な い 舞 台 照 明 の 素 朴 な 疑 問 Q&A【 報 告 】
2013 年 4 月 22 日（月）15:00〜16:30

於 東京都葛飾区 かめありリリオホール

編集部 平野 克明

照明業務に携わらない劇場技術者は、意外にも、照明技術の初歩的なこと、例えば、調光卓を
操作したとき、どのような仕組みで明かりが点灯するのか、また、DMXやパッチなどという用語
も耳にはするが、その正確な内容を理解していないことが多いのではないだろうか。
今回はそのような疑問に判りやすく
答える講座で、非常に有益で、興味深
い内容であった。
まずは、かめありリリオホールに勤
務される小村利明氏と由井明美氏から
照明設備機器と調光の仕組みについて
説明していただいた。現在の多くの調
光操作卓は、DMX−512を使用して、交流
100V電源を制御して送り、スポットラ
イトなどの照明負荷を調光している。DMXは、米国で開発された舞台照明専用のデジタル信号規
格のことで、５ピンのキャノンコネクター１本で512チャンネルを制御できるもの。具体的には、
調光卓から調光器（信号に応じてスポットなどの照明負荷の明るさを制御する機器）はこのDMX
信号線でつながれ、スポットなどの明るさを調整している。また、DMXは、カラーチェンジャー
（内蔵された数枚の照明用カラーフィルターを切り替えて演出できる機器）やムービングスポッ
トライト、各種効果器、スモークマシンなどの制御にも使われている。
その後、実際の調光器と調光卓を見ながら説明をしていただいた。やはり、実物を用いて、実
際の操作方法を教えていただいたので理解が容易であった。
その一つが、「パッチ」と言われる作業である。これは、調光卓の任意のフェーダーと制御し
たいホール内の照明負荷を組み合わせることである。たとえば、第１サスペンションライト１番
回路のスポットライトを調光卓の１番フェーダーで点灯させるとすると、モニター画面に表示さ
れる「１サス１番」を、フェーダーの１番に調光卓上で接続する操作だけで、簡単にその作業が
完結し、調光が可能となる。これは、リリオホールに設置されている調光卓の場合である。ちな
みに、外部からの持ち込み調光卓の場合、各照明負荷やコンセント（＝調光器）はDMX信号の番
号（アドレス）が割り振られており、それらを先ず「1対1」で調光卓へ受け入れて、それを任意
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のフェーダーに割り付けるという作業になる。リリオホールでは、１サスの１番回路は208と決
められているので、調光卓上で、フェーダーの１番に208をつなぐ作業をすることで、調光が可
能となる。
このように、パッチは物理的な接続ではないので、調光器の電気容量の制限を受けることなく、
一つのフェーダーに何灯もの照明負荷を接続でき、照明演出の幅が広いことがデジタル調光卓の
メリットである。しかし、このことにより、電気に関する基礎知識が身に付かないのではないか
と由井氏が話していたことが印象的であった。というのは、DMX導入以前は、
「強電パッチ」と言
われる方式で、一つのフェーダー（＝調光器1台）に6kwなどという電気容量の制限があり、灯体
の定格消費電力を頭に入れ、それを超えないように灯数を調整し、パッチをしていたのである。
また、パッチ作業は必ずホール付きのスタッフが行うそうだが、その理由が興味深かった。た
とえば、シーリングライトなどの配置や回路の組み方は、ホールによって異なるので、乗り込み
業者の方では判りにくいことがあり、また、迅速性においてもホール付きスタッフによる作業に、
より優位性があるためとのことであった。
さらに、最近頻繁に使われる“LEDパー”（LEDを埋め込んだパーライト）を見せていただいた。
非常に安価でありながら、一灯にRGBW（赤・緑・青・生＝白）の4色のLEDがそれぞれ多数埋め込
まれており、その組み合わせで様々な色の演出が可能となっている。また、実際の使用において
は、調光卓とその灯体のみで完結し、高価な調光器が必要ない。消費電力も灯体のみなら、実際
に見たものは120Wほどのものであり、非常に省エネでもあり、デイジーチェーン接続（数珠つな
ぎのように、灯体から灯体へ接続すること）も可能である。LEDの進歩が舞台照明のあり方を大
きく変えることを強く感じた。
なお、都内ホールでのダボの破損によるスポットライト落下事故を受け、落下事故防止ワイヤ
ーを掛けるときは、灯体のアームを経由すべきとの説明があった。情報共有し、徹底したい。
本講座は、参加された連盟会員が熱心に聴講し、また、質問され、非常に昂揚感があった。や
はり、現場で実際に使用される機材を見ながらの講座は判りやすく、今後も実施を期待したい。
最後に、丁寧に対応していただいた飯島氏をはじめとしたリリオホールスタッフの方々とこの
講座を企画された関係者の方々に感謝の言葉を申し上げたい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●交流会
講座後、恒例の交流会が開催された。多くの一般会員に混じり、音響機器関連企業の方もおら
れた。日本劇場技術者連盟には「会友」という枠があり、劇場技術に関連する企業の方も加盟さ
れているのである。
ふだん職場でも顔を合わせる方もいるが、こういった和やかな場で会話をすることにより、よ
り深いレベルでの意思疎通が可能になる。それにより、新しい技術や製品、業界の動向などにつ
いての情報も得ることができる。このようなことも、交流会に参加するメリットのひとつであり、
活用されたい。

連盟会員の新鮮便
■各地に伝わる伝統芸能

島根県スサノオホール 桑原

基紘

当方が管理しているホールで、6 月に郷土伝統芸能のひとつ『神楽』の競演イベントが開催さ
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れます。当地島根県は 200 を超す神楽団体があり、県全体の神楽熱は全国一といっても過言では
ないくらいで、同イベントもチケットが 1 週間足らずで完売となりました。我が町でも総人口
4,000 人足らずですが、10 を超す神楽団体が伝統を継承されております。
もともと神事として神社などの奉納として舞われていたのですが、今では記念式典や夏祭りな
どでも舞われたり、公演として 1 日中神楽が文化ホールで舞われたりします。また、現在全国で
も話題になっている出雲大社『平成の大遷宮』でも行事として 5 月 12 日よりほぼ毎日神楽が見
られます。
私も県外から来た身なので、はじめは神楽を見てもピンとこなかったのですが、10 年も住ん
で神楽イベントに少なからず携わっていると、神楽の華やかさや厳かな部分などが自然に体に入
り、今では時間を見つけては他施設へお忍び（？）で見に行くようにまでなっています。実際は
客席に着いても舞台装飾、照明の色、音響のバランスなど舞台に関することを中心に見てしまい、
あまり演目の内容は入らなかったりすることもしばしばですが。
神楽以外でも全国には
様々な伝統芸能が保存伝承

スサノオホールで開催された神楽

されていると思います。本
紙をご覧になっている多く
の方は、いつもは表方、裏
方など主催や協力する側だ
と思うのですが、一度時間
を見つけて近隣のホールな
どに行き、じっくりと地域
に根付いている伝統芸能を
お客さんの立場で見てみる
のはいかがでしょうか。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■情報発信

北海道

坪田

栄藏

今では、どこのホールでもホームページ(HP)を開設し、様々な情報を発信していると思いま
す。また「ホールニュース」などの発行されているところもあるでしょう。
私はパソコンが Windows98 になったころインターネット接続を始め、コンサート情報等の収集
をしていましたが、私が住むような田舎町の情報が無いことに気づき、それなら自分から情報発
信してみようと HP 作成の勉強を始めました。ちょうど当時勤務する市役所も HP の取り組みを始
めたところでした。
そして地域限定公演情報ページが完成、でも物足りず、事業運営のサポートしていた地元ホー
ルの HP を作ることにしました。まだ HP は大都市のホールしかなく、田舎のホールでは珍しかっ
たと思います。もちろんホール側の承諾を取り、完成後は公式 HP のお墨付きももらいました。
今からすると格好良くはありませんが、利用者として自分が知りたい情報を掲載していたので、
内容の質は良かったと思います。そのことは、その後、業者制作の HP になっても引き継がれま
した。
さて問題はその後の運用です。担当者が変わって行くと、その当初の意識が薄らいでしまった
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ように感じます。利用者の視点が欠落し、もしかして自分たちで自身の HP を見ていないのでは
と疑いたくなることさえあります。
ある方から、公共ホールは開設時の職員の人事異動で開設して 5 年で雰囲気が変わり、次第に
コンセプトも失われ 30 年も経つと崩壊すると聞いたことがあります。情報発信の姿勢も同じよ
うです。一民間人のフォローだけではそれを改めることができず、もどかしくてなりません。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■「小屋付き」の説明

茨城県

阿部

喜一

私たち「小屋付き」の仕事を説
明するのは、なかなか難しいです
よね。人目に触れる舞台袖にいる
時は「ただ座っていて、たまに何
かのスイッチを押すだけの人」そ
んなふうに見えているかも・・・。
そこで、私は「パソコンの OS の
ような役割をする仕事です」と説

「小屋付き」の仕事のイメージ

明しています。
作業（作品）ごとのアプリケーションソフト（乗り込み）が動くためには、ハードウェア（劇
場）の特性にあわせた専用の OS（小屋付き）が環境設定をしなければいけないという話をしま
す。 最近はパソコンに詳しい人が多くなったので、この説明で納得してもらえることが多くな
りました。
そして、音響・照明・舞台は作品の一部なので OS（小屋付き）が操作するのではなく、アプ
リ（乗り込み）が必要ですと言います。もちろん、OS に付いているおまけソフト的なレベルの
操作は、安全管理に支障のない範囲でお手伝いします。
守備範囲が広いので一言では表現できないですが、見えないところで大事な作業をしていると
いうことを知ってほしいですね。
劇場の運営方針などによっても仕事の範囲が異なると思いますので、もっといい表現方法があ
るのかもしれません。みなさんはどういう説明のしかたをしていますか。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■AED について~ボタンを押す勇気

千葉県

糸日谷

智孝

皆さんは、安全で安心な会館・舞台運営をこころがけ、日々さまざまなご努力をされていると
思います。
先日、ある劇場から出演者に対して AED を使用したという報告を受けました。人命に係わる一
刻を争う事態が目の前で起こったとしたら、正しい対応ができるだろうか、と自問をしていた矢
先のことでした。幸いなことに、2 回にわたる AED の作動が功を奏し人命を救助することができ
たとのことですが、陣頭指揮を取った館長から「生死に係わることなので、ボタンを押すことに
一瞬ためらいがあった」という話を聞きました。
いざという時、とっさの決断ができ行動に移せるかは、日ごろの訓練によることは言うまでも
ありません。
胸骨圧迫による心肺蘇生、AED の操作など知識と技術が学べる「普通救命講習」を受講するこ
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とをお薦めします。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■灯具の落下防止について

埼玉県

石山

富士夫

皆様ご存知かも知れませんが、先ごろ東京のホールでスポットライトの落下事故がありました。
これは、落下防止のワイヤーを留めているダボが破損したために灯体が落下したという、今まで
の常識では考えられない事故です。
これを受けて、日本照明家協会の最新号の、安全委員会コラムで紹介されていますが、サスや
フロントなどを問わず、灯具のワイヤー類は、アームを通してこそ２重の安全が働くのは当然で
す。私どもは、以前から受託している会館や現場でも、必ずワイヤー類は、最短にしてアームを
通すようにしています。
ところが、改善されたホールもあるのですが、まだそうでもないホールがあります。例えば、
現状復帰の際に特にサスまわりは、ワイヤー類をアームに通してお返しするのですが、またそれ
を、アームから外して復帰しなおされる現場があります。そこで論じるわけにもいかないので、
そのまま帰りますが、何とか全国のホールに伝達する方法はないでしょうか？今度、同様の事故
があると洒落にならないと思うのですが。
委託方法や指定管理方法の関係で、伝わりにくい現場もあるかもしれませんが、何とかしたい
ものですね。

イベントのお知らせ
■製作現場見学会
藤波小道具株式会社訪問

~なかなか見られない作業現場の見学~

◎日時：2013 年 6 月 21 日(金) 14 時 30 分集合
◎行程：14 時 30 分:浅草雷門前集合、 仲見世と浅草寺散策~15 時 30 分:藤波小道具訪問 ~
17 時 00 分:交流会(浅草で開催、会費制)
◎定員:10 名 会員・会友または会員・会友の知人限定
◎参加費:無料
◎申込先メール:teec.honbu@gmail.com
◎主催 日本劇場技術者連盟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■第二回ジャズサウンドラボラトリー
主としてストリードジャズの音響について学び、ストリードジャズフェスなどのスタッフとし
て役立つ感性と技術を身に付ける検定セミナーで、3 回開催する。
このイベントは、連盟の会員/会友限定の参加となります。
◎日時：2013 年 6 月 15 日（土）13 時 30 分~14 時 30 分（第 2 回目）
◎会場：ルミエール府中 コンベンションホール飛鳥Ｃ
◎内容：音響の初歩を学ぶ「用語の解説と音響機器を使って SR（PA）実習」
◎受講料：各回 500 円（資料代込）
◎問い合わせ・申込先：honbu@seas.or.jp
◎主催：JAZZ in FUCHU 実行委員会
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共催：日本劇場技術者連盟、日本音響家協会
後援：ザ・ゴールドエンジン、株式会社エヌエスイー
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■日本劇場技術者連盟

第１種、第3種劇場技術者検定講座

宮城県開催

◎日時：2013 年 8 月 31 日（土）10 時開始~9 月 1 日（日）10 時開始
◎会場：中新田バッハホール（宮城県加美町）
◎内容：実習をして、その成果による演習を実施。終了後に筆記試験あり。
◎受講料：第 1 種（プロ対象）12,000 円
第 3 種（市民対象）4,000 円（加美町町民は教科書代 2,000 円のみ）
◎問い合わせ・申し込み先：teec.miyagi.komatsu@gmail.com
◎締切り：2013 年 8 月 20 日

連盟からのお知らせ
■ホームページがリニューアル
日本劇場技術者連盟のホームページがリニューアルされました。今まで以上に内容も濃くなり
ましたが、判りやすい画面構成で、求める情報にすぐにアクセスできるようになりました。是非
ご覧ください。
下記の通り、URL も変更されましたので、お気に入りの再登録をお願いします。

http://www.teec-or.org/
■会費納入のお願い
2012 年度の会費を納入されていない方は、至急納入してください。会費は 2,000 円で、振込
先は００１８０ ‒ ７ ‒ ５４０７４４（郵便局窓口で払込）、名義は日本劇場技術者連盟です。
2013 年度の会費納入期限は、2013 年 8 月 31 日です。総会案内に同封した振込用紙でお振り込
みください。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■Facebook「日本劇場技術者連盟ラウンジ」で交流を！
Facebook の「日本劇場技術者連盟ラウンジ」に気軽に書き込みをして、情報交換をしてみて
はいかがでしょう。まずは、連盟ウェブサイトのトップページ（http://www.teec-or.com/）か
ら「日本劇場技術者連盟ラウンジ（Facebook で交流）」をクリックしてください。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■E メールアドレスの登録を！
当連盟は多くの会員に低廉な会費で、多くの有益な技術や情報をお伝えするため、経費の節減
に努めております。現在、この瓦版も含め、できるだけ郵送によるコストと手間を抑えたいと考
えております。この趣旨をご理解いただき、是非とも、メールアドレスの登録にご協力ください。
変更の際のご連絡もお忘れなく。

発行日: 2013 年 6 月 5 日
編集人:平野

発行:日本劇場技術者連盟

発行人:齋藤

譲一

克明

編集委員: 阿部喜一・桑原基紘・庄司

至・増田哲也・山下祐治・米本麻紀子（無断転載・複製、シェアを禁じます）
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新連載……………………………......
◇回り舞台 ~連盟会員のご紹介~
大澤

実 さん

文化会館は17年勤務しましたので、いいとこ
ろは継続し、悪いところはいち早く修正して
いく、まずは、ここから取り組んでいます。  

株式会社北海道共立（苫小牧市民会館副館長）

これまでは、市の直営の会社だったので、い

北海道苫小牧市在住

ろいろな制約や長年の慣れによるルーズさな

□ 公社から民間企業へ

ど、なかなか直しにくい部分の改善に取り組

 はじめまして、苫小

んでいます。

牧市民会館で勤務して

 会館では、副館長という立場で仕事してい

います大澤実と申しま

ます。それゆえ、舞台業務だけでなく館全体

す。私は、昭和63年9

のことや事業に関しても館長と話しながら進

月より舞台の仕事に就

めていかなくてはなりません。しかし、会社

き、もうすぐ26年目に

が替わったことでさまざまな制約がなくなり、

突入します。

いいなと思ったことができることになり、や

 現在、北海道共立の社員として、舞台運営

りがいを感じています。安全管理の面も、昭

の業務を行っていますが、平成24年3月までは、

和43年開館の古い会館なので舞台設備はもち

苫小牧振興公社職員として24年勤務しました。

ろん、館全体をなおさなくてはならない段階

平成24年4月から北海道クリーン開発･北海道

で、注意するところだらけです。

共立コンソーシアムが、苫小牧文化会館の指

□ 新たな取り組みと抱負

定管理者となり、この4月から苫小牧市民会館

 自主事業も、初年度なので大きなことは予

も同社が指定管理者となり、私もここで勤務

定していないのですが、地域の方々に楽しん

することになりました。

でもらえるようなことをいろいろ企画し、開

□ 仕事に対する姿勢

かれた会館になっていければと思います。

 我々の会社は、舞台業務全般を任されてい

 先日、小中学生を集めてバックステージツ

ますが、大きく分けると舞台技術・舞台運営・

アーを行い、20名くらいの参加があり楽しく

舞台管理の3つの業務ということになります。

過ごしてもらいましたが、日頃見ることので

しかし、指定管理者制度により管理会社が替

きない機材や照明、音響を目の当たりにして

わることによる地域住民の期待や行政からの

興味津々でした。今後も、いろいろな企画を

期待、それに応えていくためには舞台業務に

実施することにより、舞台の仕事に興味を持

限らず、代表会社であるクリーン開発ととも

つ子供たちが増えてきたらいいと思っていま

に管理運営や自主事業にも関わって、一緒に

す。

運営していく姿勢が大事であると考え、みん

 私の夢は、もう50歳を過ぎると大きなこと

なそういう考えに基づき業務に就いています。

はありませんが、やりたいと思うことができ

 市民会館での業務は、この4月からですので

たらやる。たった一度の人生だから楽しく過

まだスタートしたばかりです。しかし、振興

ごす。楽しく過ごしていけるよう、仕事も楽

公社時代を含めると9年目ということになり、

しく、周りとも楽しく、これからの人生を送
1

っていく、そんなささやかな夢を持って暮ら

 近年は予算削減や人口減少で劇場の稼働率

していきたいと思っています。

が下がっています。これからは地域の劇場を

 皆さんよろしくお願いします。

活性化し、市民が集まりいろいろな目的で使
用してもらうよう、ワークショップやイベン

新連載……………………………......

トを含め、トータル劇場として元気の出る、

◇連盟会友のご案内

ワクワクする、感動を作る劇場を支援し、地

 ネットワーク株式会社

域社会に貢献したいと思っております。

代表取締役

黒田英己

静岡県浜松市東区篠ヶ瀬町554-4
URL

http://www.ntw.jp/

□ 幅広い営業内容
 静岡県浜松市に本社があり、音響設備を主
とした劇場設備の設計、施工、保守をしてお
ります。東京、大阪、博多に営業所を置き、
全国の劇場設備のメンテナンスやホテルの宴
会場、会議室などの音響システムの設計施工
も実施しております。
 また、音響設備だけでなく、照明設備、舞
台機構設備、映像設備など劇場舞台に関する
多くの設備メンテナンスも一括で受注してい
ます。
 弊社では特にメンテナンスを重視して、顧
客の要求に迅速に対応できるよう、ヤマハ製
品を主とした各社の設備機器、音響機器、電
子楽器のサービスセンターを保有しています。
 関連業務では、劇場の音響測定、工場やマ
ンションの騒音測定、TV・WEB会議システム、
セキュリティー監視モニターカメラシステム
などの業務があります。
□ 現場主義をモットー
 最近では、学校のミュージックラボラトリ
ーシステム（エレクトーン等鍵盤楽器を１教
室に数十台設置して、生徒に鍵盤楽器の演奏
を教えるシステム）や、スピーチプライバシ

■製作現場見学会
「藤浪小道具株式会社訪問」
【報告】
        千葉県 糸日谷 智孝
 梅雨空が広がる東京浅草界隈。連盟会員・
会友限定のスペシャル企画、製作現場見学会
「藤浪小道具株式会社訪問」が6月21日（金）
に実施されました。
 雷門に集合した9名は、仲見世通りを散策し、
通りの間から突然視界に飛び込むスカイツリ
ーに足を止め、浅草寺をお参りするなど、各
自のペースでこれから始まる見学会へ向け気
持ちを高め、会場に歩を進めました。
 言問通りに出ていよいよ旧猿若町、浅草6
丁目の藤浪小道具株式会社に到着し、役員の
瀬田五郎さんがナビゲーターになってくださ
いました。
日本の伝統文化を支えてきた同社140年の歴
史をまとめた貴重なビデオを見たり、甲冑（か
っちゅう）や刀等を保管している蔵に足を踏
み入れ、製造現場では職人の方と会話ができ
たり、本当に特別な体験となりました。
 瀬田さんからは、「小道具の歴史や背景」
、
「小道具職人の現在・未来」を分かりやすく
解説していただきました。
 昔は俳優が自前の小道具を用意しており、
やがて「あうんの呼吸」で役者に応対する「小
道具方」という分野が成立したこと、明治か

ーシステム（ノイズにより会話の内容をわか
りにくくするシステム）など次々に新しい音
響に関する業務が増えております。仕事は現
場主義をモットーとして、オペレータの気持
ちのわかる、現場の困った事を解決する、が
使命です。

土蔵内に並ぶ兜と甲冑

2

らずっと記録している「付帳」※が「命綱」

※付帳（つけちょう ）・・・芝居上演に必

であることを知りました。

要な大道具•小道具•衣装•かつらなどの品目、

 どんなにコンピュータ化が進んだとしても、

また下座音楽の指定などを、それぞれ別冊に

例えば「四谷怪談」に見られる毒で枯れる花

分け、幕ごとに書き出したもの。付（つけ）。

の動き、この動きは機械では再現できないこ

-------------------------------------------------------------------

と、歌舞伎の世界では100年前の道具を現役で
使っていることにも驚きました。これが伝統

□ 参加者の声
◎藤浪小道具の会社見学ありがとうございま

文化の「味」というものなのかと、奥の深さ

した。日本の伝統芸能を支えている会社であ

に感心するばかりでした。

ることが良くわかりました。古い、いや歴史

 そして、圧巻だったのが「土蔵」です。土

的価値のある小道具が今も残って、使用され

蔵のミッションは歌舞伎の小道具の保存なの

ていることに脇役の重要性を感じました。働

ですが、鎧（よろい）や刀剣がずらりと並ん

いている人たちも何か、生き生きしているよ

でおり、刀を手に取らせていただくと「鍔（つ

うに見えました。前回の金井大道具、今回の

ば）のデザインはこだわりどころで、成田屋、

藤浪小道具とほんとうによい物を見せてもら

播磨屋、音羽屋で皆それぞれちがう」という

っております。 (静岡県 黒田英己)

ことも教えていただきました。

-------------------------------------------------------------------

 さて、藤浪小道具株式会社は「保存会」と
して文部大臣から歌舞伎小道具製作の保存団
体の認定を受けており、伝統文化の未来を担
う「地位」を着実に築き上げています。
 同社には20歳から80歳までの職人が在籍さ
れ、その育成の方針は「手抜きは一切なし、

◎「連盟でしかできない」事業であったと思
います。
 お金では買えないものの継承というミッシ
ョン、特に歌舞伎の小道具を保存している土
蔵は圧巻でした。「歴史は歴史として尊重し、
若手に引き継ぐ、職場は明るいのが良い」と
いう社長の言葉にも感銘しました。

正確に、なおかつ時代に合わせて継承してい
く」ことだそうです。さすが地道ながら「創
意と継承」をモットーにされている会社であ

■第3回ジャズサウンドラボラトリー/最終章
【報告】     東京都 八板 賢二郎

ると共感すると同時に、「地位の確立」「若手

2013 年 7 月 20 日（月）15:00~16:30
於 東京都府中市「HALL ひまわり」 

の育成」など、私たちが目指すところと相通

 このイベントは、ジャズ・イン府中実行委

じるところがあり、身が引き締まる思いをし

員会の主催によるもので、日本劇場技術者連

ました。

盟と日本音響家協会が共催という形で協力し

 今回の見学会は、小道具というどこまでも

て実施したもので、4月から開催され、予定ど

深く、素晴らしい世界を鏡にして、連盟がこ

おり全3回のカリキュラムを終了しました。         

れから取り組んでいく姿勢を映し出すことが

最終となる今回は生バンドを招いて、それぞ

できた、そのような事業であったようにも思
えます。
 明治5年（1872年）創業の小道具会社を見学
した後は、明治13年（1880年）創業の日本初
のバー「神谷バー」にて懇親会を開催。時代
の流れを軽々と乗り越え、今なお私たちを痺
れさせてくれる「電気ブラン」に酔いしれつ
つ、楽しいひとときを過ごしました。

熱心にミクシングする受講者

3

れの楽器に対して、マイクの距離、角度を変

 クラウン劇団OPEN SESAME主宰者のひと

えて収音した音を試聴することから始めまし

りであるロネさんは、クラウンとして質の高

た。

い芸術で人

 受講者の多くは楽器演奏を嗜（たしな）ん

を幸せにす

でいて、
「マイクは演奏者が使用するモノ」
「演

る一方、日

奏者もマイクを上手に使いこなす術を学ぶべ

本における

き」 という講師の言葉にうなずいていました。

クラウンの

 今回の講師は増旭氏と私八板賢二郎で、伊

確立を目指

代野正喜、呉東彰、野澤順一、渡辺一巳の４

して長年奮

氏がサポートしました。 

講師の髙野呂音氏

闘されてお

 このセミナーは、ジャズ・イン府中実行委

り、最近は

員会の方から、私たちでも音響操作できます

小学校などの学校教育の場で、子供たちにク

か、という素朴な質問がキッカケで、ジャズ

ラウンを教えるワークショップを数多く開か

を理解してストリート演奏のミクシングを学

れています。クラウンを見ると、日本では「ピ

び、実行委員全員が「目標の音」を把握でき

エロさん」という名称で呼ぶことが多いので

るようになることが目標でした。受講者が調

すが、実はピエロとは、イタリアの古典喜劇

整卓の回りに集まって、真剣なまなざしで、

「コメディア・デラルテ」がフランスに渡っ

オペレータの手元を観察していたのが印象的

て変化定着した演劇「コメディ・フランセー

でした。ミクシング実習では、
「不足している

ズ」の中で演じられた、特定のキャラクター

音源（楽器等）の音量だけを付加すればよい」

の名称であり、クラウン全体を指す言葉では

を基本に、大きすぎるサックスはSR（PA）せ

ありません。クラウンの語源は英語の「クラ

ず、ボーカルと生ギターのフェーダだけを上

ウド」と言われ、欧米では、チャップリンや

げていました。その後、ギターをピックアッ

バスター・キートンなども、クラウンと呼ば

プで収音してギターアンプを使用したときは、

れています。

ギターアンプの音量を加減して、SRはボーカ

 ロシアでは「クラウンを目指して諦めた俳

ルだけにしているのを見て安堵しました。   優が、モスクワ芸術座に入る」と言われ、欧
               
 ３回のセミナーを受講した方々には、スト

米では非常に高いステータスとして扱われて

リートジャズの音作りを理解した市民の証と

いる表現ジャンルですが、明治以降の新劇草

して「ジャズ・サウンド・ソムリエ」に認定

創期、坪内逍遙や小山内薫らには、悲劇と一

されることになり、本年10月27日のジャズフ

緒に西洋のドタバタ喜劇を紹介すると世に低

ェスの本番で音響エンジニアとしても活躍し

く見られるのでは、という危惧があったよう

てもらうことになっています。

で、残念ながら日本には、西洋悲劇と同時に
クラウンを含む西洋の古典喜劇の考え方は導

■コミュニケーション能力開発セミナー
【報告】    埼玉県 米本麻紀子
2013年7月22日（月）15:00〜16:30 
於新宿文化センター  

入されず、1980年代末になって初めて、日本
にもアメリカ・フロリダにあるクラウン・カ
レッジの海外分校第一号『クラウン・カレッ

 日本劇場技術者連盟は、
「コミュニケーショ

ジ・ジャパン』がやってきました。

ン能力開発セミナー」と題し、クラウン（道

 ロネさんのお話は、前進座に生まれ、土方

化師）の高野呂音（たかの ろね）氏を講師に

与志、四代目河原崎長十郎などの前進座創設

迎え、コミュニケーションのエッセンスにつ

メンバーに育まれながら厳しい子役修行をし

いて貴重なお話を伺いました。

た幼少期から始まり、女優業からクラウン・
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カレッジに入りクラウンへ転身後、旧ソ連の

担当の小川富市氏（PAC 社長）、照明担当の

モスクワ、ウクライナ留学での過酷な体験や、

深井一彦氏(PAC)と私の5人でした。

アメリカ、イギリス、フランスでの公演、コ

 現地事務所である日本文化交流センターの

ンクール出場、シンガポール、韓国、マレー

稲見所長や吉岡副所長にご案内していただき、

シアなどでの公演や交流を踏まえ「大陸の人

ハノイにある8つの劇場を視察し公演等も観

達は、体制などの問題で、自分に非があると

る機会も得ました。とくに今回の事業の対象

認めると即“死”に繋がりやすいため、決して

となる青年劇場では、劇場の幹部の方々と懇

謝らない」
「日本人の“察する” “みんな一緒”

談し、二つの劇団と舞踊団や歌手、雑技団な

という考え方は、世界から見ると特殊なタイ

ど創造集団を率いて国内を公演活動している

プなので注意が必要」
「相手と姿形が同じで共

劇場であることの説明を受けました。また、

通点が多く見えても、他者というものは誰で

思いがけなく劇場で近く公演される予定のダ

も、本当は自分とは宇宙人くらいに考え方が

ンスと歌のリハーサルで技術的な実地研修を

違うんだと、まず思っておくことが互いに傷

することにもなりました。ベトナムの風土や

つかない秘訣」
「相手の立場や考え方をまず聞

自然の美しさを紹介する内容の公演で、まず

いて知って思いやり、相手側が受け入れやす

その練習風景を見せてもらいました。そして

く動ければ、摩擦は回避しやすい」
「相手に具

その作品をベースに仕込みの修正を加えなが

体的な指示をし“伝える”ことと、感情的に相

ら共同作業（舞台美術・音響・照明別）をし

手を“怒る”ことは別次元」など、世界と日本

てリハーサルを行いました。その際に、劇場

を股に掛け、演劇を通してコミュニケーショ

側の舞台技術スタッフの対応の素早さ、取り

ンというものを長年考えて来られたロネさん

組み方の熱心さが伝わってきました。とくに、

の体験はリアルで、お話の一つひとつが宝の

皆々が好意的で、若いスタッフの真剣な眼差

ようでした。

しから技術力もある程度備えられていること

 今回のオリジナル企画は、舞台で働く技術

が理解できたのです。

者にこそ、聞いてほしいセミナーでした。

 その翌日には、
「日本の劇場事情」について

 懇親会は深い話から、
「クラウンの鼻が赤い

写真を交えてお話しました。舞台技術者以外

のはなぜ？」などの素朴な質問も飛び交い、

にもパフォーミンググループやディレクター

楽しく盛り上がりました。

まで、劇場関係者が集まって下さる熱心さで、
最後には質問も多く飛び交いました。その後

連盟会員の新鮮便

の機器・機材に関する聞き取り調査では、や
■期待高まる日越技術交流~国際交流基金に
はり機構・設備を含めて機器等の不備を訴え
よるアジア文化協力事業
         東京都 齋藤 讓一   る意見が次々と出ました。
  
国際交流基金が今年度からアジア文化協力
 短い調査期間でしたが、劇場で働く者同士、
事業を実施することになり、協力依頼を受け
同胞としての仲間意識が高まり、互いの信頼
ました。ベトナム社会主義共和国のハノイに

関係の構築には時間がかからなかったと思い

ある文化観光省直轄の「青年劇場」との劇場

ます。何よりも、ハードとソフトの両面で日

技術交流及び支援等が目的の事業です。

本からの支援や交流に大きな期待感がうかが

 国際交流基金との話し合いを経て、6月中旬

えました。これからいよいよ日越劇場技術者

に現地の事前調査に赴きました。メンバーは

の交流が始まります。この秋から劇場技術者

国際交流基金文化事業部・アジア太平洋チー

を日本に招聘して研修事業を実施するために、

ム担当者の伊藤隆氏を中心に、舞台美術を担

PACの照明・音響担当者の方々が青年劇場等

当する金井勇一郎氏（金井大道具社長）
、音響

の技術者の意見や要望を話し合うために調査
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に赴くことになっています。日本劇場技術者

付く問題だったのですが、そこには予算とい

連盟をはじめ、日本中の皆様の温かいご支援

う別のハードルが・・・ そのような時に、

ご協力をくれぐれもよろしくお願い申し上げ

比較的安価で照明との親和性も良いKuwatec

ます。

社さんのSynVisum（簡易メディアサーバー）

-------------------------------------------------------------------

のことを知り個人購入。実験を始めたところ、

■画像背景サービス始めました
 宮崎県 都城市ウエルネス交流プラザ
             隈元 理之

とても具合がいいのです。特に同社が出して
いるDoctorMX（元々はDMXテスター。多くの
機能が追加されてパソコンを照明卓として利
用できるようになった）と合わせることで、
照明フェーダの中に映像も組み込めることが
最大の魅力でした。そして試行錯誤を繰り返
した後、ホールの演出効果のひとつとして「画
像背景サービス」を開始することとなりまし
た。利用料金としては、プロジェクター使用
料金の他に、画像毎に照明効果器と同等の金
額設定を設けています。また、基本的な「雲」
「雪」
「雨」などの動画は最初からソフトウェ

 私が勤務しているホールでは「画像背景サ

アに組み込まれているので、オリジナルの動

ービス」というものを３年程まえから始めま

画を作成する場合には動画の尺に合わせて製

した。サービスの内容としては、パソコンと

作費を頂くようにしています。サービスを始

ビデオプロジェクターを利用して、ホリゾン

めて３年が経ちますが、今ではカラオケ大会

トに画像を投影するというものです。オペラ

では必ずと言ってよい程、利用があるサービ

等でPANI（大型スライドプロジェクター）を

スとなって来ています。また、ピアノ発表会

使用し舞台背景を投影する演出の簡易バージ

やお芝居での利用も増えてきており、ホール

ョンといった具合のものです。

の売りのひとつとなってきています。ただ、

 さて、そもそも何でこのようなサービスを

動画制作の時間が今までより増えてきたこと、

始めたのかというと、ホールの器材と回路数

画像系のソフトウェアの勉強をしないといけ

が少なかったからです。カラオケ大会で出て

ないことなど、時間が今まで以上にタイトに

くる「雪を降らせて」
「雨も欲しい」
「波も出

なってきているのも現状です。とは言いつつ

して」
「お城をバックに雲を流して・・・」な

も、利用者の皆さんから喜びの声を聞くと、

ど、多くの要望に対して何か良い方法は無い

このサービスを始めて良かったと思います。

かと考えている時に、プロジェクターを使え

-------------------------------------------------------------------

ばどうにかなるのではないかと考えたのがき

■舞台の定式、にしひがし
          東京都 滝 善光
 芝居小屋は上手が東、下手が西。これが定

っかけでした。当初はパワーポイントに動画
や画像を貼付けてましたが、何かと不便がつ
きまとい、実用的とは言いがたい状況でした。
ArKaos（メディアサーバー。ヨーロッパの劇
場やワールドクラスのライブコンサート、最
近ではプロジェクションマッピング等の現場
でシェアナンバーワンを誇る映像コントロー
ルソフトウェア）などを導入してしまえば片

式だと思っていました。
 新しくなった歌舞伎座座席表 ※URL参照
（http://www.kabuki-bito.jp/theaters/kab
ukiza/seat.html）でもそうなっています。と
ころが、香川県の旧金比羅歌舞伎大芝居座席
表では、※URL参照
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（http://www.konpirakabuki.jp/gakuya/gui

で行っており、どこのお菓子がいいかを聞き

de.html）全く逆で、上手が西、下手が東にな

つけ、渡り歩いたものです。今では人口が減

っています。

り、子どもも激減しているところから、実施

 なんということでしょう！

しているのは一部の地域だけになってしまい

 旧金比羅歌舞伎ヒストリーによると「旧金

ました。

毘羅大芝居は、天保6年（1835年）に建てられ

さて、そんな折り、ある地域から盆踊りの

た現存する日本最古の芝居小屋です。
・・・・

音響を依頼されました。使っていた音源がカ

中略・・・・当時の大阪道頓堀にありました

セットテープで劣化し、機材もなくなったそ

大西芝居（後の浪花座）の規模、様式、構造

うです。そこで引き受けるにあたって音源を

を模して、
・・・・中略・・・・建てられまし

探したところ、元々はレコードで廃盤。その

た。」と、書いてあるのです。※URL参照

後カセットになったのですが、それも廃盤に

（http://www.konpirakabuki.jp/history/re

なったそうです。色々ネットで探すとカセッ

form.html）

トの在庫のみの販売があり入手しました。し

 ならば、その模したとする大西芝居とは？

かし中身は単純にレコードをダビングしたよ

国際日本文化研究センターの地図※URL参照

うな音でノイズも入っています。そして 2 分

（http://tois.nichibun.ac.jp/chizu/image

半の音楽が単純に繰り返され 20 分程度にな

s/002863017.html）や文献で、当時の道頓堀

っているので、もちろん曲の切れ目がありま

五つ櫓の大西芝居を確認するとなるほど、舞

す。これを MD 等でそのまま使うのはプライ

台は真北を向いていました。

ドが許しません。1 曲分を PC に取り込み、

 当然のごとく、上手が西、下手が東になっ

軽くノイズリダクションと EQ を施し、エン

たのかな？上方では今でもそう呼んでいるか

ドレスでリピートできるよう前奏、歌、後奏

な？上手が東、下手が西は、関東だけの定式

とトラック分けしました。これで好きなだけ

なのかな？

リピートし、いつでもスマートに曲を終わら

-------------------------------------------------------------------

せることができるのです。PC での編集で便利

■子供盆おどり唄
      北海道深川市 坪田 栄藏
子どもたちが夏休みに入り８月のお盆近く

になったものです。

になると、どこからともなく「♪シャンコ、
シャンコシャンコ」という「子供盆おどり唄」
が聞こえてきます。私も小さな頃に親しんで
いた子どもの盆踊りの音楽です。この唄はず
っと全国共通のもの思っていたのですが、実

さて、盆踊りの音響は快適に終わったので
すが、以前はカセットの入れ換えで休むこと
ができた太鼓を叩く子どもたちが、休みがな
く大変だったそうで、ちょっとした笑い話で
す。
-------------------------------------------------------------------

を楽しめるように」と 1952 年に企画・制作

■吹奏楽練習
         茨城県 阿部 喜一
 夏は吹奏楽コンクールの練習が多くなる時

したものでした。

期ですが、そこで一言。

は北海道教育委員会が「子供が健全に盆踊り

北海道では、日が沈む頃にまず「子どもの

 管楽器の人が舞台にツバを振り落とすのは

部」で子どもたちがこの曲で踊り、暗くなる

当たり前のようですが、どうもこれが舞台に

と今度は「大人の部」で「北海盆唄」が踊ら

気を遣ってないように思えてしまうのです。

れるのです。踊りに参加すると、終わってか

 舞台は役者がツバを飛ばして熱演したり、

らお菓子をもらえるので、とっても楽しみで

ダンサーの汗が飛び散ったり、子どもが「お

した。私が小さい頃はあちらこちらの町内会

もらし」したりと人間の分泌物があって当た
7

り前の場所です。だから演奏中に垂れてしま

の会員の方の活動紹介を行っていきます。こ

うのはしかたがないと理解しています。しか

れにより、連盟と会員間のつながりを深めて

し練習の時くらいは、舞台を大切に使う気持

もらいたいと思います。

ちの表れとして、タオルなどを用意して、そ

新鮮便への投稿もお待ちしています。

こに落とすような心遣いがあると嬉しいです

原稿の送付先は、下記のアドレスです。
 teec.editor@gmail.com

ね。
 また、チェロのエンドピンやドラムセット

-------------------------------------------------------------------

のアンカーなど舞台を痛める物もあります。
 私が管理している舞台は檜の集成材なので、

■ホームページがリニューアル
日本劇場技術者連盟のホームページがリニュ

ちょっとした傷でササクレができてしまいま

ーアルされました。今まで以上に内容も濃く

す。釘の穴はいいのですが、エンドピンなど

なりましたが、判りやすい画面構成で、求め

の凹みのような穴からササクレができます。

る情報にすぐにアクセスできるようになりま

 対策としてはエンドピンには簡単な養生板

した。是非ご覧ください。

を、ドラムにはドラムマットを用意していま

下記の通り、URLも変更されましたので、お

す。

気に入りの再登録をお願いします。 

 そして、学校の先生には劇場を使っている

 http://www.teec-or.org/

ということを意識していただくようお願いし

-------------------------------------------------------------------

ています。

■会費納入のお願い
2012年度の会費を納入されていない方は、至

 かつて別の劇場であったことですが、生徒

急納入してください。会費は2,000円で、振込

だけで準備に来て仕込み終わりごろに先生が

先は００１８０ – ７ – ５４０７４４（郵便

来るとか、昼休みに先生だけが外に食事に出

局窓口で払込）、名義は日本劇場技術者連盟で

てしまうということがありました。生徒が自

す。2013年度の会費納入期限は、2013年8月31

主的に動けるのは素晴らしいことですが、先

日です。総会案内に同封した振込用紙でお振

生には主催者・引率者としての責任があるは

り込みください。

ずです。

-------------------------------------------------------------------

 何かあった時に、生徒に対して劇場技術者

■Facebook「日本劇場技術者連盟ラウンジ」

ができることは限られています。劇場と学校

で交流を！ 

の体育館は違うことを知ってほしいですね。

Facebookの「日本劇場技術者連盟ラウンジ」

 このようなことは、劇場側から利用者に丁

に書き込みをして、気軽に情報交換をしてみ

寧に説明していかなくてはいけないと思いま

ませんか。まずは、連盟ウェブサイトのトッ

す。

プページ（http://www.teec-or.org/）から「TEEC

学校に発信することによって、将来は社会人

ラウンジ」をクリックしてください。

にも劇場の使い方が浸透していくといいです
ね。


連盟からのお知らせ
■原稿募集中
｢幕内瓦版｣では、今回から、日本劇場技術者
連盟会員と会友をご紹介する｢回り舞台｣と
｢会友のご案内｣がスタートしました。そこで、
本コーナーへの原稿を募集しています。全国
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