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未だ来たらぬ破局の残響 

朴 建雄 

 

 

1.カタストロフの間 

ある知人がこう言っていた。震災以後、とよく言われるが、私たちは常に大きな事故・災

害・破局の間に生きているのであり、「以後」でなく「間」にいることこそ自覚すべきなの

ではないか。事故・災害・破局。これらの言葉は、フランス語では「カタストロフ」の一語

で表される。カタストロフについて近年重要な思索を重ねてきた科学哲学者ジャン-ピエー

ル・デュピュイは、以下のように述べている。 

 

カタストロフがおそろしいのは、単に、それが起きるだろうと知ることにはいくつもの理由

があるのにもかかわらず、それが起きるだろうと信じることがないからという理由ばかり

ではない。一度それが起きてしまったら、それは通常の道理に基づくものに見えてしまうか

らなのだ。カタストロフはそれが現実のものとなる前には起こりうるものとは思われてい

なかったのに、カタストロフの現実そのものが、カタストロフを凡庸なものにしてしまう。 

ジャン-ピエール・デュピュイ『ありえないことが現実になるとき』（80-81） 

 

ここに書かれているのは私たちの現状に他ならない。東日本大震災を経験し、それと同じ

破局がまたいつでも起こりうる状況にあるにもかかわらず、大地震と原発事故は既に「起き

てしまった」ために凡庸なものとされ、「熊本地震」というすでに起こってしまった次のカ

タストロフすら話題になることがない。高嶋慈も指摘するように、今回京都芸術センターで

上演された KAC Performing Arts Program 2018/ Contemporary Dance 『シティⅠ・Ⅱ・

Ⅲ』について考える際、3.11 という文脈を無視することはできない。『シティⅠ・Ⅱ・Ⅲ』

はカタストロフ以後の都市をモチーフとして、その過去・現在・未来を描くカゲヤマ気象台

による連作戯曲であり、今回の企画ではコンテンポラリーダンスという形式で三作が一挙

に上演された。この三作品を今同時に上演することの意味とは、（私たちが実はもう既にそ

こにいる）カタストロフ以後の世界がどうありうるのか、の探求であるだろう。既にカタス

トロフが起きてしまった後の世界を描く『シティⅠ・Ⅱ・Ⅲ』の言葉には、破局の残響がこ

だましている。それぞれの作り手たちがその残響をどうやって身体と突き合わせたのか、そ

の残響の中にある身体がどういう感覚を持って観客に迫ってきたかを本稿では論じていき

たい。 

 

「ダンス」と題されていたので、観劇にあたっては特に自分の身体感覚に集中したいと思
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っていた。あえて戯曲は読まずに舞台に臨んだ。戯曲ではこう書いてあったものをこう表現

するのか、という視点を持たずに作品に向き合いたいと考えたからだ。シティ I は 1 月 27

日（日）の上演を、シティ II とシティ III は 1 月 26 日（土）と 1 月 27 日（日）の上演をそ

れぞれ鑑賞した。前述したように、戯曲はシティⅠ・Ⅱ・Ⅲの順に、過去・現在・未来を表

しているらしい。しかし上演においては、『シティⅠ』が現在を、『シティ III』が未来を、

『シティ II』が果てしなく遠い未来を表しており、Ⅰ・Ⅲ・Ⅱの順に舞台空間で扱われる時

間の幅が広くなっていたように私には思えた。この順で各作品について考察してみたい。 

 

2.『シティ I』の重さと軽さ 

 『シティⅠ』は、身体に何らかの動きの型を振り付けているという意味で、最も「コンテ

ンポラリーダンス」的な作品だった（後述するように他の二作には振り付けられた動きがあ

まりみられなかった）。舞台が始まると暗転があり、電車の駆動音と案内のアナウンスが流

れる。霞んだ光が仄かにつくと、二人の人間がかなり大きな黒い布を広げてその下に潜り込

む。明転して目に飛び込むのは幼い体形をした女性（はっとりともか）の姿だ。声もいかに

も幼い。小学生が出演すると知らなかったため、最初はかなり驚いた。そういう体型の女性

なのか、本当に幼いのかがわからなかったからだ。彼女はジャンプや足踏み、ボクシングの

ような動きをするが、軽やかというよりは必死に身体を動かしている重さが伝わってくる。

舞台に広げられた布は照明変化で黒い紗幕だとわかる。その下に潜っていた若い女性（古川

友紀）が現れ、手紙を声に出して読んだり走り回ったりしはじめると、ダンサーであること

が明らかにわかるその身体のしなやかさ、澄んで美しい声との対比で、幼い女性の身体と声

の重さとたどたどしさが明瞭になっていく。布の下から若い男性ダンサー（畑中良太）が現

れると、ダンサーたちの身体と幼い女性の身体の違いはさらに際立つ。鍛え上げられたダン

サーの身体は、スムーズに振付を遂行することでダンスとしてフィクションの空間をその

周りにまとう。しかし、特に訓練を受けているわけでもない小学生の身体からは、懸命に振

付をこなそうと動くことで「子どもが必死に動いている」生々しさがあふれ出す。二つの身

体の動きの軽さと一つの身体の動きの重さは、観客に違和感をもたらし、いわゆるダンス作

品としてのこの作品を受容させない。眼前の抽象的なダンスには、生々しいもがきの亀裂が

走っていた。 

 

若い女性は円を描いて走り続け、勢い余って転がったり、いきなり止まって進行方向に身

体を揺らしたり、這いつくばったりする。この動きと静止のせわしなさは、都市における身

体の移動を表現しているのかもしれない。例えば電車を乗り降りする身体はこうした動き

（電車への出入り）と静止（電車の中）をせわしなく行き来する。前半ではこうした振付が

三者三様であることが多く、同じ空間に存在してはいるが、しかし舞台上の身体たちがどう

関わっているのかが見えない。作品を通じて、雑多な身体性（しかし「都市における」と限

定することは難しい）を感じることはできたが、それらの動きから伝わってくる身体感覚が
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舞台上の三者の関係性と結びついたり、反復や持続によって強い印象を持って迫ってきた

りすることがあまりなかった。嵯峨実果子は本上演について「戯曲の上演であるという軸足

と、抽象化された身振りを行う身体の関係が不明瞭で、観客との間で所々接続不可能が起こ

っていたように思う」と述べているが、その理由はこのあたりにあるのだろう。舞台上の三

人がそれぞれ姉と弟、姉が想像する子どもであると分かったのは事後的に戯曲を読んでか

らだった。 

 

舞台は小学校の体育館によくあるミニチュア版の舞台のような小ぢんまりしたプロセニ

アムを背景に進む。プロセニアムの中にはどこか古めかしく大きく無骨な家具が無数に置

かれている。掃除機、カラーボックス、測り、机、椅子。舞台の中盤で三つの身体がようや

く交わり、頭をつき合わせて一緒に立ち上がるような動きをすると、古い家具たちはプロセ

ニアムの前で演者たちが動き回っていた演技空間へと動かされていく。ここから舞台上の

三つの身体の動きの交わりが増え、距離感のある雑多な都市の身体たちから、家の中の親密

な身体へと感覚が移行していく。振付にも、棚からものを取ったりトレーを持ったりする日

常的な動きが見え隠れしていた。最後には舞台中央に食卓がしつらえられ、若い女性が炊飯

器からお茶碗にご飯をよそい、それぞれに渡す。戯曲の最後の「お…」「た…」「かえり」「だ

いま」という姉と弟の台詞は、家具を周りに食卓を囲む家族の団欒という風景になる。こう

して都市の雑多さから家の親密さへと移ろっていく身体たちのありようは、artscapeのレビ

ューにおいて高嶋慈が指摘するように、「やや安易」なノスタルジーに帰着してしまってい

ることが否めない。今、こうした風景を目の当たりにすると、それを失ってしまった人々の

ことを思わずにはいられない。ノスタルジーに帰着してしまうこの上演の軽さは、作品の背

景に漂う破局の重さを逆説的に想起させる。眼前に展開されたホームドラマのような光景

から、それが不可能になってしまった場所のことを私はむしろ連想した。 

 

『シティⅠ』の上演からは、作り手たちが都市や家について感じるものに幾分か触れるこ

とはできたように思うが、しかしその外側で起こっているカタストロフについての感覚や

思索を感じることはできなかった。戯曲は確かに姉と弟の関係性を軸としているが、「お父

さんが隣の国で、鉄砲にあたった」「都市は過去を思い出す」等の記述が、その二人だけの

世界に走る亀裂から垣間見える外部として存在している。今回の上演は姉と弟の世界の閉

じた部分に注目しすぎるあまり、戯曲テクストにあるひび割れを編集・削除によって塗りこ

めてしまい、戯曲に書かれていることを自分たちの日常に恣意的に引き付けすぎてしまっ

たのではないか。その点において、残念ながら私はこの作品を積極的には評価できなかった。

単なる軽やかなダンスとしてこの作品を受容させないひび割れとして小学生の重い身体が

存在していたように、ノスタルジーの軽さにそれがすでに不可能であるという現実の重み

が対置されるべきだったのではないか。 

 



4 

 

3.『シティ III』と街の残響、そして無音の爆発 

 ダンスで戯曲を上演する際に問題になるのは、言葉を声にせず身体でどう扱うのかとい

う点だろう。今回の『シティⅠ・Ⅱ・Ⅲ』の上演において、テクストは声として口から発さ

れるのではなく、身体の動きとして表現されるはずだと私は思い込んでいた。が、全ての上

演において戯曲の言葉は発語された。『シティ III』の上演における発語の質感は特に印象的

で、声というよりも音と言うべきものだった。パフォーマーの身体から出る言葉は感情・状

態・意味の表現としてではなく、特定の誰かに向けて発されることなく、足音や呼吸音のよ

うにただぽんと空間に放り出される（ちなみに、公演後に行われた「ダンス批評を書くため

に話す」において、演出・振付の捩子ぴじんは実際に感情を廃した発語を出演者たちに要求

したとの指摘があった）。荒廃した都市を描く言葉たちは、こうして声でなく音として発さ

れ、舞台空間に拡散していく。失われた文明の、街の残響のように。このイメージは、開演

前の舞台空間の演出から連なるものである。開演前、パフォーマーたちは舞台上で様々に動

き回り、音を出す。彼、彼女たちは、走ったり、自転車に乗ったり、棒切れを持ってうろつ

いたり、手を叩いたり、口をすぼめて音を出したりしていた。それはまるで、都市における

電車や車、人の雑踏の動きが生み出す無数の動きと音をなぞっているかのようだ。舞台上の

動きと音は、どこにも焦点を当てることなく通り過ぎていく。ここにあるのは何かをするた

めの副産物、過程、残響に過ぎない。それはとりもなおさず現代の街に満ちている動きと音

の特徴でもある。 

 

開演時間が近づくと、動き回っていた演者たちは舞台奥に消えていく。美術はとてもシン

プルで、抽象的なタッチの都市の絵が描かれた、縦 3 メートル、横 4 メートルほどのパネ

ルが舞台奥に置かれているだけである。さいとうを演じる捩子ぴじんが舞台最前面に歩み

出て、蛍光灯をいくつも地面に置いて作られた境界線を意味ありげにまたぐ。そして観客の

方をまっすぐ向いて「不吉だ。不吉だ……。」と台詞を平坦に発語する。観客はここで相対

する捩子の目を見ることになった。なぜなら彼の声の質感には意識を向けるほどのニュア

ンスが特に感じられず、身体で動いている部分は目と口だけだからだ。彼は黒目を十字に動

かし、ときおり白目をむく。声の宛先を指定する視線はこうして舞台のはじめから解体され

る。声の焦点は無化され、言葉はただ拡散していく音として響いた。この視線と声の関係は

冒頭のみで舞台全体で維持されるわけではないが、強い印象を残す。後述する他の演者も含

め、感情を交えない発語のスタイルは保たれ続け、空虚に舞台空間に広がる言葉とニュアン

スを持たずに佇む身体に観客はかなり距離感を持って接することになる。 

 

続いて舞台上に現れたるうしーも、いわゆる役を演じる身体と声ではない。ただ垂れ流す

ように発語される細くて高い声、くにゃくにゃと揺れ続け走り回る身体は、どちらも安定せ

ず、言葉の上を漂うような身体感覚を観客に伝播する。なんらかの意思と声を持った人物と

してではなく、都市の残響のような戯曲の言葉を音として響かせる亡霊のようにして、彼女
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は舞台上を徘徊する。るうしーの演者の三枝愛はインスタレーションを主に制作している

現代美術の作家であり、俳優やダンサーではない。劇中で彼女が持っていた小道具、「私の

神様＝ゲームボーイのような占いの道具」「不気味な人形＝ココラリカボボタストプレマン」

は大きな棒切れで表現されていたが、これはおそらく三枝が 2017 年に展示を行なった椎茸

の原木である。東日本大震災で風景が変わってしまった彼女の実家は椎茸農家であるとい

う。この推測が正しければ、この作品には具体的に東日本大震災の残響が存在していたこと

になる。それは、作り手たちが創作において『シティ III』の背景にカタストロフをはっき

りと読み込んだことの証明であるだろう。 

 

次に登場するまいとを演じる持木永大は、三枝とは対照的に声量が大きく、台詞を投げや

りにがなり、言葉を撒き散らすように発語する。彼は初登場時、「満身創痍で」というト書

きを表現して、足、膝、肘、尻を地面につけてドンドンと音を鳴らし、直前までるうしーの

身体で形作られていた浮遊感を打ち壊す。何度も身体を地面に打ち付ける彼の姿を見てい

るのは観客だけではない。白いセーターを着た女性（姫田麻衣）がそれを見ている。彼女は

演者たちとは完全に別の空間にいるように見える時もあれば、小道具を持ち込んだり持ち

去ったりして舞台上での出来事に関わったりもする。役を振られていないので台詞はない

が、「あー」と声を発することもある。ここまで述べたように、『シティ III』の上演では、

詩的な戯曲の言葉に対して演者が平坦な発語をすることで、観客は全体的に距離感を持っ

て舞台に接することになった。しかし、上演空間の外と中を緩やかに行き来する姫田という

「間」の存在によって舞台上と客席における見る見られるの関係が撹乱されることで（この

撹乱は前述した捻子の「境界線をまたぐ」という行為で舞台冒頭から示されてもいた）、観

客は「見るもの」として舞台上の身体と声に対する距離感を大きくしすぎることなく、作品

に向き合うことができるのである。 

 

旅芸人のしるびお（佐久間新）とけーな（増田美佳）はカセットコンロとヤカンを持って

現れる。しるびおにけーなが組体操のように乗ったり、野菜について語るけーなの台詞の背

後で舞台奥に野菜の映像が大写しになって流れたり、3 メートル以上はあろうかという大き

な釣竿をしるびおが持ち、糸の先につけられた黒いゴミ袋を空間の中で泳がせるように縦

横無尽に振り回したり、ヤカンのふたと本体を二人がそれぞれ持って「やかん飛行」を踊っ

たりと、芸人であるこの二人に関してはとにかく視覚的に派手な演出が多かった。けーなを

演じる増田の声はどこか日常的な質感があり、他の演者の発語が音のようにしか聞こえな

かったのとは対照的に、唯一科白のように響いた。 

 

「やかん飛行」を見て感動したまいとがけーなに水なすを渡し、けーながそれを食べると

爆発するというシーンが舞台後半にある。上演では、本物の水なすを食いちぎるようにして

けーなが半分ほど食べ、口を開けたまま動きが止まってなすを取り落とし、倒れる彼女をし
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るびおが背負って連れ去っていく。「爆発」は音や動きでは全く表現されないので、舞台前

半で「水なすみたいな爆弾を作りたいんだ」というさいとうの台詞を捩子が言っているとは

いえ、戯曲を読んでいない観客にはそれが爆発だと伝わる可能性は低いだろう。運動として

は表現されない「爆発」は、しかし前述したさいとうの台詞「イメージなんだよ大事なのは。

（中略）いい爆発と、悪い爆発がある。（後略）」や、続く場面で描かれる、るうしーの家が

爆発してなくなってしまったというエピソードにも影を落とし、不気味な通低音のように

して劇全体にそのイメージが響いている。上演において、「イメージなんだよ〜」の台詞で

さいとうはなにかを両手で捧げもつような動作をし、そしてその後同じ動作が、今度は実際

に石を両手で持って行われる。彼は手を離して石を落とすが、それが地面に激突して音を立

てる前に素早くそれを掴み、また捧げ持つ。不穏なこの「爆発」あるいは崩壊のイメージは、

この上演の最終部において背景としてあった都市の絵が取り外され、舞台上でただの板と

して演者たちにより様々に動かされるシーンに結実する。リズミカルな電子音楽が流れる

中で、大きなパネルを運び、支え、倒し、滑り、登る演者たちの動きによって、背景として

存在していた都市（あるいは文明）のイメージは撹乱され、「爆発」するのである。舞台の

最後に訪れるイメージのカタストロフ。最後にパネルが音も立てずに倒れると、そこから起

きた風がふわりと吹く。観客席でも感じられたそれは、爆風というにはあまりにも穏やかだ

った。カタストロフとは、それを経験した当事者以外には、こうして体を軽く撫ぜる風のよ

うな余波あるいは残響としてしか届かないものなのかもしれない。 

 

4.『シティ II』、土と火と水を遊ぶ 

今回の三作品上演の中で私は『シティ II』を最も面白く観た。登場人物に固有名詞が一切

なく、分量も A4 で 5 ページしかない三作中最も抽象的なこの戯曲は、hyslom の 3 人が体

を張ってパフォーマンスすることによって、キューブリックの映画『2001 年宇宙の旅』を

彷彿とさせるような、文明以前と以後の両方を思わせる一番幅の大きな時間を生み出すに

至った。彼らは実物の土と水と火を使って、様々に遊んでみせる。抽象的な身体が舞台を占

めていた『シティ I』『シティ III』とは対照的に、『シティ II』の観劇には強烈な感覚的体験

が伴う。パフォーマーたちは、遠い未来、文明が崩壊して全てがなくなった後に蠢く原始的

な人々のように見えた。「ダンス批評を書くために話す」で竹田真理が指摘したように、

hyslomは屋内にいるにもかかわらず野外の身体を舞台上に持ち込んだのだ。 

 

『シティ II』の戯曲はほとんどがひらがなで記された英語だが、hyslom のパフォーマー

たちがそれを発語する様式は驚くほどに棒読みだった。マイクを前にした南大輔が演じる

【根源】は、その言葉をこれまたたどたどしい声と言葉で日本語に通訳する。「あばうと、

てんいやーずあごー、ざっとてりぶるしんぐはっぷんど、しんすぜん、あいすぴーくいんぐ

りっしゅ、びふぉーざっと、あいすぽーくじゃぱにーず」という台詞が演者の拙いカタカナ

英語で発語され、それを直訳調で途切れ途切れの日本語に通訳する【根源】の言葉の意味が
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そこに重なる。ここに典型的なように、【根源】を通訳として配したことで、この上演にお

ける言葉は、「かつてそうであった」「いまはそうではない」というイメージで響く。文明の

残り滓のようなたどたどしい言葉とそれに対応した発語。カタストロフの残響が、ここにも

こだましている。 

 

hyslom のパフォーマンスは厳密に指定され反復される演劇の演技やダンスの振付とは全

く異なり、『シティ II』の戯曲の大半を占めるト書きをどう遊ぶのかに焦点を当てたものだ

った。筆者が観劇した 2 回のパフォーマンスも両方で大筋は同じだったが、ト書というル

ールに反応して実際に行われる動きはかなり異なった。例えば 26日の上演では、冒頭で演

者の一人が「あいむ、くれいじい」と言いながら砂袋の中の砂の塊を何度も舐め、顔色一つ

変えずに飲み込んでみせたのに度肝を抜かれたが（普通の人間ならえづいて大変なことに

なるはずだ）、流石に大変だったのか翌日のパフォーマンスでは一回舐めるだけになってい

た。後半にパンを食べるシーンもあるので、食べられないものを食べてしまったという印象

は強烈に観客の身体感覚に残る。このように、常人の身体では不可能な感覚的に強烈な体験

を、hyslomの 3 人はこともなげにやってみせる。 

 

舞台上の下手奥にはスクリーンがあり、2009 年以降の「フィールドプレイ」（遊びを通じ

て土地や風景を体験的に知ろうとする hyslom の試み）の写真が次々と投影されていく。舞

台上には砂袋が散乱し、演者たちはそれを引きずり回す。袋を円形に並べてその上を跳ねま

わったり、天井からぶら下がる金属製のはしごに登って、その上から砂袋を投げ落としたり

する。なんとその下には演者がいて、腹部でそれを受け止めるのである。砂袋が落ちる瞬間、

本当にやってしまうのか？と観客は息をのむ。舞台中央に据え付けられた巨大な釜（これは

劇中の「泉」で、亀岡から運んできた、寒天を作るためのもの。半径 1メートル以上で、重

さは 300 キログラム以上だという）には水が満ちており、3 人は釜の縁に登って、何度もそ

こに頭から飛び込む。ここでも、「飛び込む」ことだけがルールとして共有されており、誰

が飛び込むのか？どういう体勢で飛び込むのか？という演者間での空気の読み合いが問題

となる。このように舞台に満ちた落下の運動から観客が感じるのは、どうなるのか？という

とてもシンプルな楽しみである。その後も火のついた松ヤニで頭大の氷の塊（＝ト書きで指

定された【下等生物】）を炙ったかと思えば、その松ヤニを 3 人でぶんぶんと振り回して自

生的に発生したタイミングに合わせて振ったり、火を口の中に入れたり、アルコールを口に

含んで火を吹いたり、やりたい放題だった。我々の日常生活では考えられないレベルで土、

水、火に密着して触れ、遊ぶ彼らのパフォーマンスは、都市生活の中で忘却していた土、水、

火に触れる感覚を観客の身体から引きずり出す。 

 

最初、hyslom の 3 人は服を着ているが、舞台が進むにつれてそれを脱いでいき、ふんど

しとパンツ一丁の姿になる。上述した通り土、火、水に密着しつつどんどんむき出しになっ
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ていく身体は、荒廃した世界から原始の世界へと立ち返っていくかのようだ。舞台の終わり

に、釜の中の水が真上のカメラで映し出され、舞台奥に大きく投影される。オレンジ色の光

に染まって釜の縁の丸い形に切り取られた水は、微かに揺れながら光を反射して卵の黄身

のように艶やかに輝く。この映像はまるで太陽のようにも、原始の生命のスープのようにも

思える。映像機器という文明の産物によって描かれるこの原始の風景は、他のどの上演より

も大きく開いた時間を感じさせた。人工物で満ちた我々の都市の現在、そしてそれらが荒廃

し崩壊した遠い未来、その先で土と火と水から再び始まる原始の世界。これらが『シティ II』

の舞台空間には混在していた。 

 

5.残響を身体に留める 

戯曲に書き込まれたカタストロフへの応答という意味で、『シティⅠ・Ⅱ・Ⅲ』それぞれ

について今一度まとめてみよう。『シティ I』は単なる軽やかなコンテンポラリーダンスに

留まらない対照的な身体の在り方が興味深かったが、自分の身の回りの現在の感覚に重点

を置くあまり、家族や家への無邪気なノスタルジーに作品が帰着してしまった。しかしその

軽さが逆説的に戯曲の言葉の裏に潜むカタストロフを思わせた。『シティ III』では意味や感

情を一切まとわない音としての声が、戯曲の言葉をカタストロフで失われた街＝文明の残

響のように響かせた。声と同じく身体も抽象的に扱われ、それはるうしーにおいて特に顕著

だった。残響としての声は「爆発」という不気味な通低音を孕み、それは最後に穏やかな爆

風とともに無音で街＝文明のイメージを炸裂させ、イメージのカタストロフをもたらす。

『シティ II』では文明の残り滓のような言葉がそれにふさわしくたどたどしく発語され、土

と火と水と戯れる hyslom のパフォーマーたちの生々しく強烈な運動が、カタストロフ以後

に再び始まる原始の世界を観客の身体に感じさせた。 

 

カタストロフといかに向き合うのかという問題について、冒頭に引用したデュピュイは、

その著書『ツナミの小形而上学』の「未来を悼む」と題された一節において、哲学者ギュン

ター・アンダースによる寓話を引いている。以下に、『ツナミの小形而上学』3 ページから

5 ページに記載されているその寓話の要約を示す。 

 

不幸の預言者を演じることに疲れてしまったノアは、古い粗衣をまとい、灰を頭からかぶ

った。これは親密な者を失った者にしか許されていない行為である。誰が死んだのかとやじ

馬たちに問われ、あなたたちだ、その破局は明日起きたと彼は答え、こう続ける。「明後日

には、洪水はすでに起きてしまった出来事になっているだろうがね。洪水がすでに起きてし

まったときには、今あるすべてはまったく存在しなかったことになっているだろう。洪水が

今あるすべてと、これからあっただろうすべてを流し去ってしまえば、もはや思い出すこと

すらかなわなくなる。なぜなら、もはや誰もいなくなってしまうだろうからだ。そうなれば、

死者とそれを悼む者の間にも、なんの違いもなくなってしまう。私があなたたちのもとに来
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たのは、その時間を逆転させるため、明日の死者を今日のうちに悼むためだ。明後日になれ

ば、手遅れになってしまうのだからね」。その晩、大工と屋根職人がノアの家を訪れ、「あの

話が間違いになるように」箱舟の建造を手伝いたいと申し出る。 

 

アンダースの寓話が示唆するように、カタストロフが起こると知っていることと、それが

不可避のものであると信じ、それ故にカタストロフを回避するために行動することの間に

は深い落差がある。何かを信じるためには、それ相応の説得力が必要になる。そこで頼りに

なるのが、未来を幻視することができるフィクションの力だ。『シティⅠ・Ⅱ・Ⅲ』は我々

のノアの寓話ではないにしても、悼むべき未来とその先を幻視する経験ではあっただろう。

限られた時間だけ身体をそこに留めて体験しなければならない舞台芸術は、昼となく夜と

なく目の前を通り過ぎていく映像に躍るコメントや数字よりは強い経験として人に残る。

重要なのは、今回上演された作品群の創作に伴ったであろう思索を辿り、そこから先へとさ

らに思考と実践をつなげていくことだ。そのための原動力として、未だ来たらぬ時からやっ

てきたカタストロフの残響たちを聞き流すことなく、私の身体に留めることだ。『シティⅠ・

Ⅱ・Ⅲ』の作り手たちがそうしたように。 


