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いやあ大変です、予測はしてましたけど。

まれだけど、その地位に座り続けるのは相当

なにせ日本人の感性にはないことばかりです

に大変だと思う。お前もテロリストの一派

から。議論一つとっても日本人は苦手だし、

じゃないのかとか、自分がどういうふうに見

ましてや楽しいはずのパーティの席での持論

られているのかいつも心の隅で気にかけてい

のぶつけ合いなんて少なくとも僕の中にはあ

る。そういう意味では白人社会への不満もあ

りません。しかも芸術論から宗教論に入って

るんです。アメリカにいるのがそんなにつら

いく。ここに出てくる人たちって、それぞれ

いのであれば祖国に帰ればいいのにと思うけ

人種が違うし、アイデンティティがしっかり

ど、豊かな生活を送るためにはアメリカにい

ある。酒を呑みながら話しちゃだめなんです

るしかない。その一方で、小さいころから両

よ。下手したら暴力沙汰になってしまう。で

親にパキスタン人としてイスラム教を叩き込

も演じる側としては、人間が持っている喜怒

まれている。教義のために戦うことを強いる

哀楽が、特に怒りの感情が圧倒的に強く表出

コーラン（預言者マホメットを通して語られ

する展開に、本来だったら見たくないという

た神の言葉。断続的に下された啓示を集積・

くらいの凄まじさがあるのでチャレンジのし

編纂したもの）にも反発心はあるけれどその

がいがあるなと思っています。

影響は否が応にも出てしまう。それが演じて

アメリカ社会では9・11 の同時多発テロ以

いてわかるんですよ、悲しいほどに。宗教っ

降、パキスタン人はかなり差別を受けてきて

てなんだろう ？って思いますよ。本来は人間

いるんでしょう。僕の演じるアミールは弁護

を助けるものなのに、逆にがんじがらめにし

士として頑張り、成功してきた。アメリカ生

てしまう。今のISだってそうでしょ？ 彼ら

小日向 文 世
アミー ル

本 来は人 間を助けるはずの宗 教が人を縛ってしまう

に言わせれば、理想郷をつくるために現状を

─── 社会的地位や名誉はもちろん、築いて

破壊するという論理になるんでしょうけど、

きたものすべてがガラガラと崩れてしまった

まあ神には到底近づけませんよ。

とき、小日向さんが小日向さんとして自分を

この作品の作家がパキスタン人だからリア

律しておくのに必要なものは ？

リティがすごいんです。だけど日本人の僕ら

人に対しての誠実さかな。でもそれは僕が

が演じるのは難しい。とにかく社会の関係性

日本人として思っていることで、登場人物た

や宗教観などが込められたせりふを客席に

ちは何を誠実だと思うのか。自分の意見を

しっかり届けなければと思います。僕はたっ

はっきり言うべきだ、戦わせるべきだと言う

た1、2 カ月で取り組むのは不可能だと思った

かもしれない。でも相手が不快な思いをする

ので、翻訳の小田島ご夫妻にも「早く訳をく

のなら、控えるべきだと思う。酒が入ってい

ださい」と何度もお願いしたんですよ。きっ

るからというのもあるんだけど、僕からした

と呆れていらしたんじゃないかな。見終わっ

ら自分を律するという意味では、彼らはみん

たお客様が「いやあ濃い時間だった」と忘

なタガが外れた人たちですよ。ちょっと付き

れられない作品になったらいいですね。わ、

合いにくいなぁ（苦笑）
。

楽しかった ！という作品じゃないですから
（笑）
。
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小日向 文 世
1954 年 1月23日、北海道出身。
77 年にオンシアター自由劇場に入団。96 年の解散まで、中核的存在として数々
の舞台で活躍する。解散後は映像にも活動の場を広げ、映画『銀のエンゼル』
では初の主演、08 年連続ドラマ『あしたの、喜多善男』では、統合失調症で分
離した一人の人間の2 役という難しい主役を務める。舞台『国民の映画』では、
第 19 回読売演劇大賞最優秀男優賞を受賞。映画『アウトレイジビヨンド』で、
第 86 回キネマ旬報ベスト・テンで助演男優賞を受賞している。
他の最近の舞台出演作には、
『12 人の優しい日本人 』
『ミザリー』
『 海をゆく者 』
『藪原検校』
『K、ファウスト』
『あかいくらやみ』。映画『重力ピエロ』
『サイドウェ
イズ』
『犬飼さんちの犬』
『清須会議』
『ソロモンの偽証』
『サバイバルファミリー』
(17 年公開予定 )。TVドラマ『MOZU』
『HERO』
『リスクの神様』
『Dr. 倫太郎』
『まれ』
『真田丸』
『グ ･ラ･メ』
『嫌われ監察官・音無一六』

『ディスグレイスト』の直前にやっていた舞

エミリーは白人女性で、画家であり、妻で

台もピュリッツァー賞受賞作でした。タッチ

あり……私は形からではなく、稽古をしなが

は違うけれど、アメリカに潜む問題を描いた

ら自分の中に落とし込んでいくほうなので、

作品が2本続くんですよ。今回の作品で言え

まだまだ迷っているところもあって、役につ

ば、人種的な背景は日本人ではわからないこ

いては語れないのですが、今のところ、頭の

とがたくさんあるので、それをどういうふう

よい女性、愛のある女性、それから自分なり

に描いて、お客様にどこまでお伝えできるか

の価値観や意見を持っていて、それをちゃん

ということは重要になりますよね。たとえば

と言える自立した女性かなと思ってつくり

エミリーが冒頭で、ベラスケスの絵に触発さ

始めています。あと栗山さんがおっしゃって

れて、アミールをモデルに描くシーンがあり

いたのは自由主義。役者はみんな自由主義だ

ます。それが、アミールとアイザックの議論

から、そのへんは共通点（笑）
。アミールとは

の中で交わされる非常にシニカルなせりふに

いい夫婦だと思うけれど、エミリーがイスラ

つながっていくポイントなんですよね。でも

ムに興味を持ち始めたのは結婚してからなの

ベラスケスは一般のお客様に印象の強い画家

か、結婚する前なのか、あるいは同時なのか。

ではないでしょうし、ここで取り上げる絵も

以前は風景画を描いていたけれど、描く題材

有名ではありません。そういう部分がたくさ

が変わったとありますから、いずれにしても

んあるのをどう解決していけるかは苦労しそ

大きな影響を得ているんでしょう。アミー

うですね。

ルと出会ったころは、戯曲に書かれているよ

秋山菜津子
エミリー

わからなさを通り越すほどの衝 撃を残す物 語

うな不安要素はなくて、順風満帆だったんで

言ったこととは逆になりますが、日本人には

しょうね。9・11 の同時多発テロが後々アミー

わからないことは出てくると思うんですけれ

ルであり、夫婦の関係に影を落としていく。

ど、わからないことさえも通り越して衝撃を

イスラムに傾倒したことで、甥っ子のエイブ

受けていただけるようなお芝居になったらな

を助けるように後押ししたことでアミールの

と思っています。

人生が変わってしまうわけですしね。
栗山さんとはたくさんのお仕事をさせてい

─── 社会的地位や名誉はもちろん、築いて

ただいていますが、こういう難しい戯曲をや

きたものすべてがガラガラと崩れてしまった

りたがるのは、栗山さんならではですよね。

とき、秋山さんが秋山さんとして自分を律し

今はそういう演出家さんも少ない気がしま

ておくのに必要なものは ？

す。やらせていただく側としては、いい経験

自分にうそをつかない、自分を見失わない

になるし、難しいぶん高いハードルを乗り越

ということかな。のびのびと自由であること

えるのが楽しいんですよ。本当に励みになり

を失うとおかしくなっちゃうから。難しいな

ます。日本人がこういう作品をやってどうな

あ、あんまりないんですよね。なくてもいい

んだろうと思いながらも、チャレンジしてみ

んじゃないかなって思うんですよ（苦笑）
。

たいという気持ちがわいてきます。さきほど

Natsu ko Aki y ama

秋山菜津子
1964 年 10月8日、東京都出身。
舞台を中心に映画、TVドラマに幅広く出演。ひょうご舞台芸術『プルーフ/
証明』、tpt『ブルールーム』で第 36 回紀伊國屋演劇賞個人賞、第 9 回読
売演劇大賞優秀女優賞、杉村春子賞を、Bunkamura『タンゴ・冬の終わ
りに』で第 14 回読売演劇大賞優秀女優賞を、こまつ座『きらめく星座』で第
22 回読売演劇大賞最優秀女優賞を受賞している。
主な出演作には、
『裏切りの街』
『ロックンロール』
『タンゴ』
『大人は、かく戦
えり』
『欲望という名の電車』
『キネマの天地』
『その妹』
『まほろば』
『藪原検
校』
『ドレッサー』
『鉈切り丸』
『もっと泣いてよフラッパー』
『マクベス』
『エッ
グ』
『東海道四谷怪談』
『大逆走』
『8月の家族たち』等。

最初は難しい本だなあと思いました。それ
を自分の中にどこまで落とし込めるかが大事

なことを吸収しつつ、一緒に苦しみつつ、た
どり着ければと思います。

になってくると思います。でも、この戯曲は

アイザックとアミールは互いのベースであ

とても優れていると思うんです。たとえばア

る宗教について議論をします。僕はTEAM

イザックはアメリカ系ユダヤ人で、キュレー

NACSのメンバーとは議論は避けてきました

ター（美術館などの展覧会の企画・構成・運営

けど（苦笑）
。だって男がある年齢を過ぎて、

などを手がける専門職）ですけど、彼が話す

気に入らないと思うハードルを飛び越えて

言葉にはその人格がしっかり取り込まれてい

しまったら、取り返しがつかないじゃないで

る。読み合わせをしたり、演出の栗山さんが

すか。二人の議論はかみ合わないままそうい

説明してくださる背景を聞きながら、そうし

う感じなっている。そこにアイザックがキュ

た戯曲の素晴らしさを感じます。

レーターとして、いろんな絵を見てきている

アイザックについては、自信に満ちていて、

のに、特にヨーロッパの絵画は宗教とは切り

熱量があるキャラクターととらえながら、栗

離せない部分があって「この衣装はどういう

山さんの的確なご指導とともにアプローチし

意味なのか」とか「この色は何の象徴だ」とか

ていきたいと思っています。
「彼はこんな感

いろいろ学び叩き込んでいるはずなのに、そ

じかな」と思ったことをどんどん試して、そ

んな人間がコーランだけは読んでいないと言

こに細かいニュアンスがついていけば。手練

うところが浅はかで面白いですよね。それな

の俳優さんたちに囲まれているので、いろん

のに知ったかぶりするのがアミールをムカっ

安田 顕
アイザック

かみ合わない議 論の根 底にあるもの

とさせるんでしょう。

ザックと妻で弁護士のジョリーは世間的には

二人は確かに信じている神様は違うし、考

スマートで、やり手で、地位も獲得できてい

え方も違うし、人種や肌の色も違うかもしれ

るし、子供もいる。けれど精神的なつながり

ないけれど、共通しているのはお金に対する

はなさそうですね。アミールとエミリーはお

信仰だと思うんですよ。アミールが爆発する

互いの趣味や好みを知っていそうですけど、

のも、9・11 の同時多発テロ以降それまで築い

こちらは興味がなさそう。そうやって物語を

てきた成功が崩れていくのを感じているから

読むとけっこう滑稽だなと思います。

でしょう。それが宗教に関する議論の根底に
あると思うんですよね。アイザックにしても

─── 社会的地位や名誉はもちろん、築いて

口では「芸術だ、芸術だ」と言うけれど、それ

きたものすべてがガラガラと崩れてしまった

は結果お金につながるわけじゃないですか。

とき、安田さんが安田さんとして自分を律し

きれいごとではないですよ。それにキュレー

ておくのに必要なものは ？

ターとしてよりも、一人の男の下心が垣間見

残していたいなと思うのは、自分の子供に

えてグチャグチャとなったときにものすごく

対する献身の気持ちですかね。そうありたい

俗物になる瞬間であったり、互いの夫婦関係

ということですけど。

がそこに関係してきますからね（苦笑）
。アイ

K en Y a sud a

安田 顕
演劇ユニット「TEAM NACS」メンバー。
舞台、映画、ドラマなどを中心に全国的に幅広く活躍中。出演する舞
台、映画、
ドラマでは硬派な役から個性的な役まで幅広く演じている。
主な出演作には、舞台『 宮城野 』
『ナンシー』
『 琉球ロマネスク テン
ペスト』
『スマートモテリーマン講座 』
『ブラザーブラザー』
『THE 39
STEPS』
『日の本一の大悪党』。映画『龍三と七人の子分たち』
『ビリ
ギャル』
『俳優 亀岡拓次』
『HK/ 変態仮面 アブノーマル・クライシス』
他多数。TVドラマ『SPEC ～警視庁公安部公安第五課未詳事件特
別対策係事件簿～』
『アオイホノオ』
『問題のあるレストラン』
『下町ロ
ケット』
『重版出来！』
『必殺仕事人 2016』等。

この公演に出演を決めたのは、共演の皆さ

くに』と2本の映画を見ました。どちらの主

んが初めてで楽しみだったのと、久しぶりに

人公も強いんです。その国にいるのが当たり

栗山さんとご一緒できるから。栗山さんの演

前じゃないから、強く生きていないといられ

出を受ける時の役はいつも難しいですが、
「演

ないというエネルギーを感じて。そういう部

劇はわからないからやっているんだし、この

分は『ディスグレイスト』にも通じるかもし

作品もわからないなりに理解すればいい」と

れません。アミールもアメリカ人になりたく

話をしていただいたので少し安心していま

て、頑張って地位を築いたけれど、結局はイ

す。

スラムという芯は変えられない。登場人物そ

とは言え読めば読むほど、宗教や人種の問

れぞれの立場の強さや弱さ、根本のことが描

題は難しい。日本人として根底に流れるもの

かれている。それは決して溶け合わないけれ

があるわけではないし、食事の席で政治の話

ど、互いに必死になっている姿は滑稽に見え

をすることもない。でも登場人物にとっては

る、そういう面白さの作品なのかなぁ。NY

特別なことではなく日常にある様子として描

も知らない街ではないし、マグノリアベーカ

かれている。感覚は理解できるけど、どう実

リーのカップケーキは食べたことあるから、

現するかは悩みます。参考になるかなと、ス

そういうきっかけから始めてみます。

ピルバーグ監督がさまざまな困難に巻き込ま

私が演じるのは、アミールの同僚の黒人弁

れる黒人姉妹を描いた『カラーパープル』
、在

護士。アミールが偏見を持たれてしまう一方

日コリアン2世の女性が監督した『かぞくの

で、逆に信頼を得ていく。栗山さんからは、

小島 聖
ジョリー

そこにいるのが当たり前ではないからこそ、強く生きる

会話のセンテンスも短くピシッと言いたいこ

とき、小島さんが小島さんとして自分を律し

とを言う、すべてその中に含まれているから

ておくのに必要なものは ？

と言われています。アイザックもやり手で、

先日アラスカの荒野に出かけたんです。セ

二人には子供はいるけどセックスレス、空気

スナでしか行かれない場所だったんですけ

が交わるというよりは単に時間を共有してい

ど、迎えにきたセスナが天気が悪いからと、

るくらいの感じかな。嫌味を言い合っている

旋回して帰っちゃったんです。ただ待つしか

ように聞こえるけど、そういうことですらな

ないという状況になったときに軽い幻聴が起

く、たださらっと会話するだけの関係。

きたんですね。自分がそんなふうに精神を崩

この物語は誰に寄り添って見るかで全く違

すのは意外で、ほんの些細な積み重ねで人は

う印象の物語になりそう。怒る方もいるかも

変わってしまうんだと感じました。それでも

しれない。でもそういう違う考えをぶつけ合

頼りになるのは自分しかない。なんとかして

える演劇っていいなあと思います。

自分を守りたいですね。じゃあ自分って何 ？
と言うことが聞きたいんだと思いますが、答

─── 社会的地位や名誉はもちろん、築いて

えるのは難しいなあ。

きたものすべてがガラガラと崩れてしまった

H ijir i K o jim a

小島 聖
東京都出身。1 9 8 9 年、NHK 大河ドラマ『春日局』でデビュー。柔らかな
雰囲気と感性豊かな表現力で、映画・TVドラマ・CMなどの映像作品でコ
ンスタントに活躍。1 9 9 9 年に第 5 4 回毎日映画コンクール女優助演賞を受
賞。舞台女優としての評価も高く、話題の演出家の舞台に次々と出演、新た
な魅力を発揮している。
主な出演作は、舞台『かもめ』
『錦繍』
『アンチクロックワイズ・ワンダーラン
ド』
『カエサル』
『 温室 』
『 ハーベスト』
『 夜中に犬に起こった奇妙な事件 』
『正しい教室』
『GS 近松商店』
『海の風景』。TVドラマ『ラブシャッフル』
『ファーストクラス』。映画『 沈まぬ太陽 』
『シーサイド・モーテル』
『 悪の教
典』等。待機作に、映画『続・深夜食堂』11月5日（土）全国公開。

こんな面白い作品に声をかけていただい

ることもわからないことばかりでした。だか

て、僕はラッキーだな、恵まれているなと

らこそ古典作品に取り組むときのように下調

思っていました。素晴らしい大先輩の俳優さ

べなどをして稽古に臨みました。映画や本に

んたちの座組に入れるなんてと、稽古に入る

も腑に落ちることがいっぱいありますけど、

前はすごく楽しみでしたが、今は自分の実力

まだまだ上から詰め込んだ知識や情報が、自

のなさを思い知らされて、作品を壊すような

分という木の根っこになかなか落ちてきませ

迷惑をおかけしないようにしないと、という

ん。その中で、東京ジャーミイ（イスラムに

思いでいっぱいです。第一線で活躍されてい

ついて正しい知識を得られる施設）というモ

る方々の稽古場での居方、立ち居振る舞いを

スク（礼拝堂）にうかがって、イスラム教徒の

拝見していて、これまで僕は何をしていたん

方とお話できたのは刺激になっています。彼

だと打ちのめされました。先輩方からいろん

らがアラー（イスラム教の唯一神）と対話を

なものを吸収して、俳優として大きくなりた

しているのが見ていてわかるんです。彼らと

いと考えていましたが、そんなこと言ってら

の出会いから得たリアリティを、どう物語や

れる余裕はないですね。僕ができることを全

役に取り込めるかを今は考えています。イス

力でやらなければいけない、とにかく、とに

ラム教はキリスト教と並ぶ世界宗教です。日

かく必死な毎日です。

本の人口よりも圧倒的にたくさんの人びとが

これまでは欧米と中東のニュースを見てい

信仰し、世界や経済を動かしている。そう考

ても他人事でしたし、この台本に書かれてい

えると、この物語の意味やヒントが見えくる

平埜生成
エイブ

普通の青年が怒り、過激な行動に走る原因を考えたい

かもしれません。イスラム教徒の方々との出

のを感じていただければと思います。

会いは、作品と同時に、僕自身の人生にとっ
てもターニングポイントになりそうな予感が

─── 社会的地位や名誉はもちろん、築いて

します。

きたものすべてがガラガラと崩れてしまった

エイブだってごく普通の青年です。向こう
では20代前後なら、宗教や政治に対して敏感

とき、平埜さんが平埜さんとして自分を律し
ておくのに必要なものは ？

で、熱く語るのは当たり前のこと。そして彼

アイデンティティのことですよね ？ 自

らは自分の宗教にプライドを持っています

分のアイデンティティは何かと聞かれても答

よ。そういう日本人が避けがちな話題を、お

えられないんですよね。僕が育った環境（時

客様に自然に受け入れてもらうのがエイブと

代）は、欲求も満たされてきたし、社会に対す

いう存在かもしれません。昨今のニュースが

る不満もありませんでした。だからアイデン

テロ関連だったりするので、イスラムについ

ティティについて考える機会もありませんで

て過激なイメージが先行しているけれど、エ

した。けれど自分を保つための何かがないか

イブのような若者がどうして過激な行動に

らこそ、僕はいろんな舞台を見てきたのかも

走ってしまうのか、彼が怒っている原因はど

しれません。

こにあるのか、そこに漂う危うさみたいなも
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平埜生成
1993 年 2月17日、東京都出身。劇団プレステージのメンバー。
出演作には、舞台『ロミオ＆ジュリエット』
『JEWLRY HOTEL』
『SAMURAI 挽 歌Ⅱ』
『FROGS』
『 双 牙～ソウガ～零 』
『 見上
げればあの日と同じ空』Ninagawa×Shakespere Legend Ⅰ
『ロ
ミオとジュリエット』
『ア・フュー・グッドメン』
『オーファンズ』。映画
『work shop』
『 人狼ゲーム』
『 劇場版 東京伝説 恐怖の人間
地獄』。TVドラマ『夜のせんせい』
『ディア・シスター』
『ごめんね
青春！』
『オトナ女子』
『重版出来！』
『死幣 DEATH CASH』等

