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P h è d r eSh inobu  Otak e

　『フェードル』は、演出の栗山さんから「とにかく
古典をやりたい、今のような時代だからこそ」とお声
がけいただいて実現しました。栗山さんは私にとっ
て、もっとも信頼できる演出家の方です。初めて演出
を受けたのは、15年前の井上ひさしさん作の舞台『太
鼓たたいて笛ふいて』でした。その細やかな演出に触
れ、稽古場に行くのが楽しくて、楽しくて。それは今
度の稽古場でも全く変わっていません。大好きな先
生の授業だけはいい点数を取りたい、そんな気持ちで
毎日芝居をしています（笑）。
　私はギリシャ悲劇を2本演じましたが、強烈なエネ
ルギーが必要で、人間のそのままを出していかないと
全く成り立たないと思うんです。そして、それが心地
いい。『エレクトラ』も『メディア』も悲しい復讐の話

なのに、この爽快感はなんだろう、まるでスポーツの
試合のように楽しかったのを覚えています。終演後、
すぐに「あー、楽しかった。もう一回やりたい」なん
て言って、周りを驚かせていました。喜び、悲しみ、
憎しみがはっきりしていて、とにかく人間の本能をむ
き出しにすることに自分自身も解放されていました。
　今回の『フェードル』も、まるでジェットコース
ターのように激しく人間の心の中を旅する、そんな感
じで演じています。そして、それがもしかしたら演劇
の原点なのかもしれません。ギリシャ悲劇が演じら
れていた当時は、照明や音響もなく、日の光、月の光
の中で演じていたのだから、役者の声と言葉で伝える
しかない。役者が発する言葉、声、それだけで天国も
地獄も表現できる。それが演劇の面白さだと栗山さ

私たちが舞台に立ち、
エネルギーを放つことで
お客様も自分を開放できれば、
この芝居をやる意味がある



大 竹 しの ぶ │ フェードル

んが稽古場で仰っていました。舞台装置も無駄なも
のが全くない空間の中で、きちんとした言葉を、感情
を伝えることに今喜びを感じています。
　フェードルの奔放さが周囲を翻弄する？ うーん、
それは違うかな。これは神様がまだ存在しているこ
ろの話。愛の女神が放った矢によってフェードルは
イッポリットを愛したわけだから、彼女自身も翻弄さ
れているんです。ものすごく錯乱したり、自分の理性
と闘ったりもするけれど、やっぱり愛が勝ってしま
う。対してアリシーとイッポリットの愛の形はすご
く純粋で、美しくて、なんかうらやましい（笑）。
　私たちがやるべきは、栗山さんのもと、ほとばしる
エネルギーを最後まで落とすことなく客席にお届け
すること。苦しみや嘆きを口にしながらも、エネル
ギーを出すことは、実はとても健康的なことなんだと

思うんです。開放感をもって自分が舞台に立てば、お
客様も自分を開放する、そんな風に感じてもらえたら
嬉しいなぁ。
　思いっきり泣いて、嘆いて、愛して、そんなエネル
ギーを届けられるように、皆と一緒に頑張ります。

Profile
1957年7月17日、東京都出身。映画『青春の門─筑豊編─』（75）ヒ
ロイン役で本格デビュー。その鮮烈さは天性の演技力と称賛される。以
降、気鋭の舞台演出家、映画監督の作品には欠かせない女優として圧
倒的な存在感は常に注目を集め、映画、舞台、ＴＶドラマ、音楽等ジャン
ルにとらわれず才能を発揮し、話題作に相次いで出演。11年には紫綬
褒章を受賞。近年の主な出演作に、舞台『太鼓たたいて笛ふいて』（14）、

『ピアフ』（16）、『三婆』（16）、映画『海街diary』（15）、『後妻業の女』
（16）など。現在、昨年末、NHK紅白歌合戦での熱唱が記憶に新しい
『愛の讃歌』が好評配信中。8月に栗山民也演出のミュージカル『にん
じん』が控える。



H i p p o l y t eTakeh i r o  Hi ra

　イッポリットの悩みは自分がふわふわしているこ
とだと思うんですよ。王子ではありますが、戦争に
行ったこともなければもちろん手柄を上げたことも
ない。父が亡くなったら次は自分が王位を継ぐんだ
という気概があるわけでもない。僕はどうしたらい
いんだろうみたいな感じですから。そんな彼の前に
現れたアリシーに恋をし、フェードルからも告白され
てしまう。しかもフェードルが一方的にしゃべって、
イッポリットは「え？え？」と驚いているだけ。かと
いってフェードルとの関係もそんなに深まらないう
ちに終わってしまう。父の後妻に告白されたことで
トレゼーヌの町を出ていくと言い出すんですけど、ア
リシーの存在に背中を押されているところもあるん

です。そういう戯曲にあまり書かれていないイッポ
リットの不安定感を出せたらと思っています。
　フェードル＝禁じられた恋というイメージがあり
ますが、僕にはアリシーよりフェードルのほうが純粋
に思えます。確かにフェードルの不義は道徳的にはま
ずいかもしれないけど、気持ちはストレート。フェー
ドルがわがままで周囲を翻弄するキャラクターだけ
だったら、この作品がここまで有名にはなっていない
気がします。共感できる部分がある。でもそこでなぜ
イッポリットがフェードルに対して怒るのか。女性
を毛嫌いして、色恋に興味を示さない彼のことが、果
たして現代の人に感情移入できるかな？ ただそれも
父テゼに対する尊敬があり、フェードルの告白が父の

テゼとイッポリットの親子の関係を
強く演じたいと思っている



功績を穢していると解釈すればうまくつながります
よね。フェードルの物語ではありますが、僕はテゼと
イッポリットの親子の関係を強く演じたいと思って
いるんです。そういう柱をしっかり立てると面白く
なる気がします。一方でアリシーは奴隷なんですけ
ど、失うものがないからどっしりしている、覚悟を決
めているんですね。イッポリットが町を抜け出した
いという思いが、奴隷でありながら穢されていない清
らかな部分を持っているアリシーへの共感になり、惹
かれたのではないでしょうか。ただアリシーへの好
意をペラペラしゃべるんですよね。色恋に興味がな
いと言いつつ実はイッポリットはいろいろ経験して
いるんじゃないかと思っちゃいますよ（笑）。

　油断するとテンション芝居になってしまう気がし
ますが、理知的にしゃべらないといけないし、ゴツゴ
ツとしたぶつかり合いでもある。この作品は本当に
言葉の戦い。いろんなものをそぎ落として、伝わるの
を信じて、言葉に託そうと思っています。

Profile
1974年7月27日、東京都出身。舞台『鹿鳴館』（01）でデビュー。
NHK大河ドラマ『真田丸』（16）で武田勝頼役の熱演が反響を呼ぶ。 
近年の主な出演作に、舞台『浮標』（12）、『ピグマリオン』（13）、『国民
の映画』（14）、『火のようにさみしい姉がいて』（14）、『書く女』（16）、
スーパー歌舞伎Ⅱ『ワンピース』（16）。映画『のぼうの城』（12）、『おか
あさんの木』（15）。ドラマNHK大河『篤姫』（08）、NHK『６４』（15）、

『下町ロケット』（15）、NHKBSプレミアム『大岡越前』シリーズなど。
最新出演作の映画『関ヶ原』が2017年8月26日公開。

平  岳 大 │ イッポリット



A r i c i e Mugi  Kadowak i

　ギリシャ悲劇と言われてもすぐにピンとは来ませ
んでしたし、世界観も全体像も想像がつきませんでし
た。物語はとても壮大ですが、現代人が感じる人間の
面白さと、昔の人が感じた人間の面白さは変わらない
んだなあと感じさせるのがこの戯曲の魅力の一つだ
と思います。これは人間の業や愛が描かれた物語だ
と思うのですが、シンプルで、劇的で、言いたいこと
がわかりやすくて明確だから、今の物語よりも強さを
感じます。そしてものすごい早さで感情が行ったり
来たりする。稽古場で皆さんの芝居を拝見している
と本当にジェットコースターなんです。でもだから
こそ大変。アリシーは長い間ずっとアテネ王のテゼ
と敵対して、奴隷として生きてきたのにその枷が一瞬
でなくなります。しかもテゼの息子イッポリットか

らその状況を伝えられると同時に愛の告白もされる。
感情の起伏は本当に激しいけれど、そこにリアリティ
を持たせて滑らかなジェットコースターにすること
で、こんな話はありえないというふうにならないよう
にと思います。
　私は、フェードルは女性の悲しみを凝縮させたよう
な人だと感じていて、すごくかわいそうで胸が痛くて
しかたがないんです。フェードルがいろんな人間の
愚かさや悲しさを知っているのに対し、アリシーはま
だ若くてフェードルの抱える痛みは知らない。言葉
にすれば清い、無垢、純粋、清純……。でもそのアリ
シーの凛々しさはフェードルにはすごく残酷だと思
うんです。アリシーがいるからこそ、フェードル自身
の言葉で表現するなら彼女は自分の中の穢れを強烈

アリシーの存在が、
フェードルの悲しみを
際立たせることができれば



に感じるだろうし、お客さんにも感じていただける
と思う。普段からキャラクターを作るということは
しませんが、今回もこんなアリシーを演じたいという
ことではなくアリシーがいることでフェードルが悲
しく見える、その役割を担えればいいなと思っていま
す。
　稽古場では、栗山さんが動きなども細かく演出して
くださるので、まずはせりふとその動きを体に入れる
作業の日々です。いつもの自分の動き方ではない型
を先に作って動かしてくださることで、また普段は使
わない言葉でしゃべることで、自然にいつもとは違う
世界に踏み込む助けになっています。本読みの時よ
り立ち稽古が始まってからの方が役へジャンプしや
すい気がします。私はとりあえず、せりふを覚えてな

じませて、早くアリシーに近づかなくては！ そして
美しい装置と、立ち位置によって登場人物の関係性や
心の距離を見せていく演出が、とても素敵なんです。
言葉の内容は激しいし、魂と魂のぶつかり合いで熱量
はあるけれども、それらを飛び越えた美しさのある舞
台になりそうなのが今から楽しみです。

Profile
1992年8月10日、東京都出身。2011年にテレビドラマでデビュー後、
映画『愛の渦』（14）では大胆な演技で注目を浴びる。主な出演作に、
舞台『ストリッパー物語』（13）、『グッドバイ』（15）、『わたしは真悟』（16-
17）ではミュージカルに初挑戦している。映画『太陽』（16）、『二重生活』

（16）、『彼らが本気で編むときは、』(17)。NHK大河ドラマ『八重の桜』
（13）、NHK連続テレビ小説『まれ』（15）、Netflixオリジナルドラマ『火
花』（16）など。今後は、映画『こどもつかい』、『ナミヤ雑貨店の奇蹟』、

『世界は今日から君のもの』、『花筐（はなかたみ）』が公開予定。

門 脇  麦 │ アリシー



T h é ra m è n eAyumi  Tan ida

　ギリシャ悲劇はご都合的なところがいっぱいある。
黙っていないで言っちゃえばいいじゃんという場面
があれば、逆に黙っておけばよかったじゃんというと
ころもある。これコメディですよ。だから客席で笑い
が起きてもいいんじゃないかなと思うんです。フェー
ドルに告白されたイッポリットは父テゼにそれを
黙っている。言わずにいるものだから、逆に自分が告
白したことにされてしまう。僕が演じる養育係のテ
ラメーヌはそれをどれぐらいまで聞かされているの
か。でも聞かされていない体でやらないと、何故止め
ないんだって思うし、それが面白いですよね。そうい
う疑問を平さんと相談しながらやっています。
　僕は最初、テラメーヌをイッポリットと幼なじみの

ように作ろうかと思っていたんです。実際の年齢も
平さんと一つしか違わないし、でも役者という仕事に
たどりつく過程は全く違う。僕はなんの伝もなく20
歳ぐらいから芝居を始めてなんとか今の状況にある。
だから同級生と共演できる喜び、そういう普段の関
係性をそのまま出せると思っていたんです。けれど
栗山さんはテラメーヌのほうがだいぶ歳上で、イッポ
リットが赤ちゃんだったころから知ってると。それ
をどうしようか悩んでいるところです。
　イッポリットはものすごく無骨な青年だと思うん
ですよ。無骨で不器用な人が恋をしていることを知っ
て、内心は「えっ！」とびっくりしている。でも興味
もある。さりげなく「あなたは恋してるんですよ」と

言葉が強烈だからこそ、
普通のトーンではなく
重みをもって言葉を発する



ささやき続けるんです。「だったら告白してみなさい
よ。あとのことはすべて私が教えますから」と。それ
でもイッポリットは「俺は恋にうつつを抜かす資格が
ない」と反論するんですけど、そこら辺の会話を楽ん
で出来たらいいなと思います。
　栗山さんが僕によく求めてくださるのは、ドンと構
えて落ち着いてるキャラクター。何度かご一緒する
ことで僕の中にあるそういうスイッチを見つけてく
ださったのかもしれません。今回は言葉が強烈だか
らこそ、せりふには自分の感想や感情は入れるなとよ
く言われています。言葉が泣いてるから演技では泣
かないで淡々とやってくれと。グッと涙が出ちゃう
ような感じになってもいいけれど抑えてくれと。本

当に難しいですね。しかもギリシャ風にとおっしゃ
るんです。ギリシャ悲劇風ではなくギリシャ風（笑）。
たとえば普通のトーンで「お前さ」ではなく、重みを
もって言葉を発してくれというふうに解釈していま
す。

Profile
1975年7月25日、静岡県出身。シェイクスピアシアター附属演劇研究
所を経て劇団「AUN」に入団。主な出演作に、舞台『ピアフ』（13）、『エ
ドワード二世』（13,14）、『アドルフに告ぐ』（15）。映画『幸福のアリバ
イ～ Picture～』（16）。NHK大河ドラマ『真田丸』（16）、ドラマ『家族
狩り』（14）、『下町ロケット』（15）、『神の舌を持つ男』（16）、『獄門島』

（16）、『LEADERSⅡ』（17）、『A LIFE～愛しき人～』（17）、『豆腐プ
ロレス』(17)。今後はドラマ『マグマイザー』、栗山民也演出の舞台『ト
ロイ戦争は起こらない』が控える。

谷 田  歩 │ テラメーヌ



P a n o p eMar i e  Sa i t o

　最初に台本をいただいたときはゾッとしました。
長いせりふの中でひたすら同じことを言っているよ
うに見えたので。でも繰り返し読んでいくうちに、登
場人物の思いが少しずつ変化を遂げていることがわ
かってきました。どの役でもそうですが、本当に相手
に伝えたいという思いがあるからこそ、こんなに長い
せりふになるのだということを実感しています。そ
して、相手はただ黙っているのではなく、「無言」とい
う反応があるわけです。そういうことがわかってく
ると、長いせりふが楽しくなってきました。
　パノープはエノーヌの右腕としてフェードルのお
世話をする立場です。でも、登場するときは誰かの死
を報告するという役割なので、栗山さんからは「もの
すごい混乱と緊張感を持って入ってきて」と言われて
います。何が何だかわからない状態で現れるのです
が、伝えなければいけないことがあるから一生懸命に

伝えようとする。自分のキャパシティを超えるよう
なことが起こっているんだ、ということをその瞬間に
表現するのがとても難しいなと思います。特に後半
のシーンでは、普段、近寄らない王様に、我を忘れて
近寄っていってしまうくらいですから。
　登場するのは短いシーンですが、宮廷の中では、パ
ノープ以外にもたくさんの人が国王とフェードルの
ために働いているんだということがわかってもらえ
たらいいなあと思っています。出演者は8人の芝居で
はありますけど、壮大さを伝えたいです。

キャパシティを超える出来事を
瞬間に表現する難しさ

斉 藤 まりえ │ パノープ

Profile
1981年4月8日、鹿児島県出身。新国立劇場演劇研究所を経て、舞台
を中心に活動。主な出演作に、朗読劇『少年口伝隊一九四五』（10）、
舞台『雨』（11）、『生憎　-それはただひとつの合図-』（13）、『空のハ
モニカ―わたしがみすヾ だった頃のこと―』（13）、『穴』（13）、『マニラ瑞
穂記』（14）、『人の気も知らないで』(15)、『噛み付いた娘』(16)。ドラマ

『捜査指揮官　水城さや』（13）など。



I s m è n e Sayu r i  Fu j i i

　好きになった気持ちは理屈じゃない、ということをこ
の作品から感じています。出てくる皆さんの感情がドー
ンと表現されている、そのパワーを紡いでいくことで
「これぞ演劇」という、ものすごく迫力のある作品がで
きるような気がします。やっぱり人が必死に何かを得
たいと思うパワーはすごいものなので。
　翻訳の岩切先生にアリシーとイスメーヌの関係を相
談したら「腹心の友みたいな感じ。身分は違うけど、精
神的なつながりが強くて本当に心を開いて話せる仲
じゃないだろうか」と教えてくださいました。なので、
私は勝手にアリシーの豪華な家の近所に住んでいて、幼
少期からよく遊んでいて、そのまま成長した関係だと
思っています。
　アリシーは上品だけれど頑固で気が強く、意志がはっ
きりしている。イッポリットに告白されますが、実際は
彼もアリシーも一目惚れ同士だったと思います。そし
て、テゼが亡くなったのであれば、ようやく囚われの身

から解放され、故郷のアテネにも帰れるし、玉座ももら
えるし、もう全てが万々歳！という感じではないので
しょうか。イスメーヌも一緒にアテネに帰れるわけだ
から、アリシーにはぜひとも幸せになってほしいと思う
んです。だからこそイスメーヌの役割は、その情熱を燃
やそうか燃やすまいか逡巡しているアリシーに、フー
フー息を吹き込んで、「行っちゃえ！燃えろ！」と後押
しすることなんです。全力でアリシーの追い風になれ
るようにと思って役にのぞんでいます。

情熱を燃やすか燃やすまいか、
逡巡するアリシーを
全力で後押しする

藤 井 咲 有 里 │ イスメーヌ

Profile
1984年7月13日、東京都出身。新国立劇場演劇研修所を経て、舞台を
中心に活動。主な出演作に、舞台では『カエサルー『ローマ人の物語』よ
りー』（10）、朗読劇『少年口伝隊一九四五』（10）、『マニラ瑞穂記』（14）、

『解体されゆくアントニン・レーモンド建築　旧体育館の話』(15)、木ノ下歌
舞伎『三人吉三』（15）、『恋の骨折り損』（15）、やなぎみわステージトレー
ラープロジェクト『日輪の翼』（16）、劇団aji『MATKA』（16）など。昨年よ
り自主企画のマキーフンを立ち上げvol.1『胎内』公演を成功させ、vol.2『日
本のむかし話』ではスロベニアにて公演を行った。他にドラマ『高校教師』

（03）、NHK Eテレ『シャキーン！』など。



Œ n o n eMidor i ko  K imura

　日本でいえば江戸時代に、遠いフランスで書か
れた戯曲に、今、時代を超えて挑戦できるのが嬉
しいです。美しい詩のようなせりふを自分の言
葉にするという作業は、とても難しいですけど。
　物語は、フェードルという、自分を制御でき
ないほどに人を愛してしまった強力なパワーを
持った人物に皆が巻き込まれていくという悲劇
です。私が演じるエノーヌは「自分の命に代えて
もフェードルを守りたい」と奮闘する女ですが、
その献身的な思いがいったいどこからくるのか、
どれほどのものなのかを、今は探しているところ
です。

　彼女はフェードルのためにいろんな画策をし
ますが、それが全て無駄になってしまう、その
空しさとは、いかほどのものなのでしょう？ エ
ノーヌが悪役として描かれている舞台もあった
ようですが、私はむしろ、誰にも悪意はないのに
悲劇が生まれてしまう、そういう芝居だと感じて
います。登場人物の誰もが、誰かを愛して、愛し
て、愛しぬいた結果、滅びてしまう、そんな物語。
　今の世界で起こっていることと同じです。本
来、誰かを傷つけるためにこの世に生まれてきた
人などいません。みんな、誰かを愛し、ともに生
きたいと、そう思っているだけなのに。身近な誰

愛して、愛しぬいた結果、滅びてしまう
それでも誰かを全身全霊で
思う力は清らかで美しい



かを守り、自分の生まれた国を愛したりしている
だけなのに、その延長にある世界というものに
は、なんて不条理で悲しい出来事がたくさんある
ことか。
　それでも、誰かを全身全霊で思う力というの
は、やはりなんて清らかで、なんと美しいものか。
稽古を見ながら、毎日そんな思いにとらわれてい
ます。
　誰かを思う美しい言葉を、狂おしいほどのエネ
ルギーを持って演じることができたなら、いった
いどんな世界ができ上がるのだろう。

Profile
1961年10月15日、兵庫県淡路島出身。 劇団M.O.Pの看板
女優として2010年の劇団解散まで活動。幅広く個性的な演技で
数々の舞台、映画、ドラマに出演。13年のNHK連続テレビ小説

『ごちそうさん』でイケズな小姑役を演じ注目が高まる。近年の主
な出演作に、舞台『レディエント・バーミン』（16）、『三婆』（16）。
映画『駆込み女と駆出し男』（15）、『続・深夜食堂』（16）など。
映画『関ヶ原』（2017年8月26日公開）、ミュージカル『にんじん』

（8月新橋演舞場／9月大阪松竹座）の出演が控える。

キ ムラ 緑 子 │ エノーヌ



Kiyo t aka  Ima i

　ストレートプレイは久しぶりなので、台本を読んだ
ときにびっくりしましたよ、せりふの量に。それこそ
養成所のころはシェイクスピアなんかを題材に勉強
もしていましたけれど、プロになってからの出演作は
だいたい歌が入っている。いつのまにかストレート
プレイからはそんなに縁がなくなってしまったんで
すね。ミュージカル俳優というイメージが強い私を、
なぜこの現場に呼んでいただけたのかを栗山さんに
聞いてみたい（笑）。なので、久しぶりのせりふ劇の感
覚を取り戻すため、休みでも稽古場をのぞきに行った
のですけど、大竹さんをはじめ、共演者の皆さん、こ
の作品が再演なんじゃないかというくらい自由自在

に動かれていたのに圧倒されてしまいました。
　ここ最近は全編、歌で綴られている作品に出演する
ことが多かったのに対し、今回は歌にのせてせりふを
いう場面は一切ありません。言葉だけで勝負なんで
す。だからいつもよりもせりふについて悩んでいま
すね。稽古のあとのダメ出しで栗山さんがおっしゃ
ることを録音して、何度も聞いて、悩みを解決させて
いく毎日です。60歳近くになりますが、自分の新た
な面を知ることができ、期待でいっぱいです。もちろ
ん不安もありますけれど。
　最初の本読みのときに、翻訳の岩切さんがギリシャ
悲劇の神々のことを説明してくださったんです。こ

アテネ王としての
威厳や存在感も大事だが、
一人の人間としてテゼを演じたい

T h é s é e



の時代はいろんな人物が神と通じているから、人間
であって人間でない者たちの物語という背景がある。
けれど描かれているドラマはいたって人間臭い。僕
の演じるテゼは、こと戦いにおいては百戦錬磨なは
ずなのに、フェードルをかばうエノーヌの嘘に翻弄さ
れてしまう。そのありもしない企みのために愛する
息子イッポリットに対して「裏切り者」と怒ってしま
う。知恵もあり、素直でありながらも一方で、あちこ
ちで女性を作って、取っ替え引っ替えして浮名を流
すような、全くダメでひどい男の面もある。騙されて
しまうほどの素直さ、感情の烈しさ、軽率な行動、そ
れって「人間」ですよね。ネプチューン（海の神）の子、

つまり「神の血をひくもの」という説もあり、「アテ
ネ王」という威厳の大きい存在でもあるのですが、私
としては、一人の「人間」としてのテゼを演じたいと
思っています。

Profile
1957年11月5日、群馬県出身。『レ・ミゼラブル』ジャン・バルジャン役、

『オペラ座の怪人』ファントム役、『美女と野獣』野獣役など数々のミュー
ジカルに主演。舞台を中心にテレビ、映画、コンサートなど幅広く活躍
中。その他主な出演作に、ミュージカル『アダムス・ファミリー』（14）。映
画『群青』（09）。NHKBSプレミアムドラマ『その男、意識高い系』（15）
など。

今 井 清 隆 │ テ ゼ


