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ノート

インタビュー：
科学技術コミュニケーターと演劇の専門家の
コラボレーション企画 参加型演劇「私たちが機械だった頃」
種村 剛1，弦巻 啓太2，古澤 輝由1

Interview:
Collaboration Project of Science and Technology Communicators and
Theater Professionals Participatory Drama “When We Were Machines”
TANEMURA Takeshi1, TSURUMAKI Keita2, FURUSAWA Kiyoshi1
要旨
本稿では，最初に 2019 年⚗月 13 日に実施した，コラボレーション企画 弦巻楽団×北海道大学
CoSTEP「私たちが機械だった頃」を実施した背景および企画の特徴を述べる．その上で，今回の
企画にかかわった演劇の専門家に対してインタビュー調査を行ない「演劇を用いた科学技術コミュ
ニケーション」の制作過程および上演を通じて，気づいたり考えたりしたことをまとめる．インタ
ビューからは，演出家自身が演劇作品の制作過程および上演に際して意図していたことや，彼の科
学技術コミュニケーションに対して理解が深まっていく過程を明らかにすることができた．とりわ
け「係留する」
「ラインを引く」
，
「空気感」などの言葉からは，科学技術コミュニケーションに演劇
を用いることで得られる，観客に与える効果の一側面を見て取ることができた．また，異なる立場
が協働しプロジェクトを共創する際には，協働相手を単に手段とみなすことなく，相手をリクペス
トし，協働それ自体の目的化を回避しつつも同時に「協働の価値化」を目指すことの重要性がうか
がえた．
キーワード：参加型演劇，共創，対話の場
Keywords: participatory drama, co-creation, dialogue

1. はじめに

1.1「私たちが機械だった頃」の概要と企画の成立
筆者らは，2019 年⚗月 13 日，札幌にある小劇場 扇谷記念スタジオ シアター ZOO（北海道札幌
市中央区）にて，参加型演劇として「コラボレーション企画 弦巻楽団×北海道大学 CoSTEP 私た
ちが機械だった頃」
（以下，
「機械だった頃」と記す）の公演を行った．14 時と 18 時の⚒回の有料の
公演はともに前日までに予約で満員御礼となり，最終的にそれぞれに 81 名，80 名の観客が足を運

2019年10月11日受付 2020年⚓月12日受理
所 属：1. 北海道大学CoSTEP
2. 一般社団法人 劇団弦巻楽団 代表
連絡先：byy05134@nifty.com
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んだ．2018 年 10 月から始まった演劇の専門家
と科学技術コミュニケーターの異分野の協働
は，
演劇の実施という一つの成果に結びついた．
「機械だった頃」は，筆頭筆者が 2015 年度よ
り北海道大学高等教育推進機構オープンエデュ
ケーションセンター科学技術コミュニケーショ
ン 教 育 研 究 部 門（Communication in Science
and Technology Education and Research
Program；以下，CoSTEP と記す）で行なって
図⚑ CoSTEP が実施する討論劇
法廷を舞台として，台本を手元にセリフを読み上げ
ている．

いる，
先端科学技術の社会実装をテーマとした，
演劇による科学技術コミュニケーションの開
発・実践活動の一環に位置づけられている．
CoSTEP で 実 施 す る 演 劇 に よ る 科 学 技 術 コ

ミュニケーション実践は，法廷を舞台とした「討論劇」である．科学技術の社会実装を推進する側
と反対する側が，
それぞれの理由を陪審員である観客に伝え，
その評決を明らかにする筋立てになっ
ている．役者は CoSTEP の受講生が務め，セリフを覚える負担を減らすために，台本を手に持って
読み上げてよいことにしている（図⚑）
．一方で，筆者らは演劇を用いて科学技術コミュニケーショ
ンを行うのであれば，より演劇らしい感情表現を伴った演出を通じて，観客に先端科学技術の社会
実装について考えてもらう場を作りたいと思った．それが演劇の専門家と科学技術コミュニケー
ターのコラボレーション企画「機械だった頃」に繋がった1)．演劇の専門家が科学技術コミュニケー
ションに取り組む事例として，大阪大学の石黒浩と平田オリザによる「ロボット演劇」の実例など
がある（石黒 他 2011）
．演劇の専門家と科学技術コミュニケーターが協働して演劇を上演するの
は，筆者らの知る限り北海道大学 CoSTEP では初めての試みである．
1.2「機械だった頃」の特徴
「機械だった頃」には，二つの特徴がある．一つは，科学技術コミュニケーションを専門とする
CoSTEP が，演劇の専門家と協働して行った科学技術コミュニケーションのイベントである点だ．
本作品は，札幌の劇団「弦巻楽団」の座長である弦巻啓太が脚本・演出を担当し，舞台経験が豊富
な⚕人の役者によって演じられた．演劇用の小劇場を会場とした「機械だった頃」には，札幌の演
劇ファンも多く集まった．もう一つは，観客が演劇を観て話し合いを行う「参加型演劇」である点
だ2)．公演日の⚑ヶ月前から配布されたフライヤーの裏面には「参加型演劇」として，次のように記
してある．
今回の公演は前半，後半に分かれ，
「劇」である前半の上演後，後半は観客である皆さんに登場
人物の決断や行動を踏まえて，
「自分だったらどうするか／どう思うか」を少人数のグループで
ディスカッションをしていただきます．
（中略）意見交換し話し合っていただいた後，結末をご覧
になってもらうという公演形式になっています．
このように，幕間に当たる部分で，観客同士が劇の内容に基づいた話し合いの時間を設けている
点に，通常の演劇とは異なる特徴がある．
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1.3 本稿の目的
本稿の目的は，
「機械だった頃」の制作にかかわった演劇の専門家にインタビューを行い，
「演劇
を用いた科学技術コミュニケーション」の制作過程および上演を通じて，気づいたり考えたりした
ことを明らかにすることである．討論劇とディスカッションが観客に与えた影響や，討論劇の実施
プロセスおよびテーマ設定についての事例研究がある一方で3)，演劇を制作する過程が制作側の科
学技術コミュニケーションの理解等に与えた影響や，協働の実施状況についての研究はまだない．
その点においても本稿は新規性があるといえる．
1.4 インタビュー方法
インタビューは，上演終了後の 2019 年⚙月
⚕日 17 時より，筆者の種村が，弦巻に実施した
（図⚒）
．インタビューは半構造化方式であり，
質問事項として，⚑）今回の脚本執筆や演出の
際に考えたこと，⚒）参加型演劇についての意
見，⚓）演劇の伝える力について改めて考えた
こと，⚔）異なるステークホルダーの協働につ
いての⚔項目に質問することについて，メール
で事前に伝えておいた．聞き取りの時間は⚑時
間ほど，実施場所は弦巻楽団の稽古場である．
本稿は，その際のインタビュー内容をまとめ直
して掲載している．

図⚒ 弦巻啓太（弦巻楽団 代表）

2.「私たちが機械だった頃」のあらすじ
舞台上には，机と机を囲む椅子⚔脚，そして

少し離れたところに⚑脚の椅子がおいてある．
未来の日本では，トライワン・フォース株式会
社によって，体に埋め込むことで 24 時間 365
日，
生体情報を集めて健康管理を行う機器
「ノー
ティティア」が開発されていた（図⚓）
．登場人
物の工藤奏斗は「二人の健康のために」と夫婦
でこの機器を使おうと，トライワン・フォース
株式会社の営業，曽根響を自宅に招き，妻の明
日菜を説得しようと試みる．一方「体に埋め込
むことは怖い」と，ノーティティアの利用に反
対する明日菜は，議論の「援軍」として，医学
部で学ぶ妹の早絵，そして明日菜と奏斗の共通
の友人である遠藤未央を家に招いている．奏斗
と明日菜の議論が平行線をたどるなか，早絵は
曽根に対して「あなたはノーティティアを使っ
ているのか」と問いかける．曽根は「入れてい
る」と答え，利用の理由として自分の家系が「あ
－ 107 －

図⚓ 劇中に登場した生体 IoT ノー
ティティアの仮想のチラシ
製薬会社のチラシのイメージを元に
古澤が作成し観客に配布した．
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まり長生きしない」ことを説明する．スポーツ
インストラクターの未央は，ノーティティアの
ユーザーであることを告白する．困惑する明日
菜．奏斗が明日菜に「今なら一緒にノーティ
ティアを入れてくれるか」と問いかけて前半が
終わる（図⚔）
．
観客のディスカッション後に後半が始まる．
前半からしばらくたった夏の終わり，曽根と明
日菜が二人で机を挟んで座っている．回想シー
ンにおいて，明日菜は「奏斗がノーティティア
を使うことは心配である，奏斗が使うのなら自
分が代わりにノーティティアを体に入れる」と
述べ，それを受けて奏斗は導入を断念したこと
が明かされる．しかし，明日菜が曽根を家に呼
んだのは，夫と自分は利用を否定したノーティ

図⚔ 「機械だった頃」工藤奏斗（右）と明日菜（左）
が話し合うシーン
CoSTEP の討論劇とは異なり，家庭内の日常の一部
が演じられている．

ティアを，不整脈で倒れた母に対して導入する
ためだった．このラストシーンでは，人は置かれた状況によって科学技術への賛否が変化し，必ず
しも意見が一枚岩ではないことを示している．

3. インタビュー

3.1 脚本を書く際の方針
種村：脚本を書くときに考えていたことを教えてください．
弦巻：僕が脚本を書くにあたって，やりたくないなと考えている型はいくつかあります．その一つ
は，観客の思考を誘発しているというよりは，思考の方向を強制しているような脚本です．
僕は常日頃，自分のオリジナル作品をやるときも，既成の演劇作品を上演するときもなんですけ
ど，お客さんの感想で「考えさせられました」と言われたら負けだなと思っている部分があるんで
す．
「考えさせられました」っていうことほど，簡単なことはないと思っていて．それだったら「な
んかうまく言葉にならない」とか「もやもやした」と言われたい．それも中途半端な意味でもやも
やしたとか，未完成なものを見せられてもやもやした，という次元じゃないレベルでの，お客さん
がもやもやしている状態があると思っているんですね．観客に一つの結論が提示されたり，どっち
の側につくかを早急に求めたりするような作品ではなくて，舞台の状況をどう受け止めればいいん
だろうかと悩んでいる状態，どっちつかずの状態に観客を「係留する」作品にできたらいいなと思っ
ていました．それは普段の作品作りでも思っているところです．
だから，その水準まで今回の脚本を持っていけるかというところが，僕としては正直なところ，
難しいポイントでした．ノーティティアを使いたい夫の奏斗と，それに反対する妻の明日菜に対し
て，観客が，奏斗か明日菜の側に絶対につくとか，
「二人のどっちがより正しいのか」という議論に
なるとかは，目指すべき方向性ではないのではなかろうか，その状態にもっていくことは，演出と
してある意味安易なのではなかろうかと．その一方で，演出の側からは「もやもやを残す」ことが
目的だとは観客に提示しないし，そういうふうに演劇をつくることはしません．観客の側で「どっ
ちが正しいとかではないんだろうな」というところに気づいて欲しいと思いながら脚本を作ってい
－ 108 －
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ました．
そういうこともあるからなのか，僕の演劇に対して観客から「いいたいことがはっきりしない」
と批判されることがあるんですよね．そんなつもりは全然なくて，言いたいことはいいたいことで
いっているつもりはあるんですけど．さらには「演劇を通じて（こうすることが正しいことだと）
わかりやすくもっと自分を触発しろ，もっと思い直させろ，そうすれば自分は社会的行動に立てる
んだ」みたいなこと言われているような気がすることさえある．でも，それは観客自身が今，なに
かできていないことについて言い訳しているようにも思える．むしろ，その無責任さ，他人事意識
に抗いたいと思って脚本を書いているところがあるんです．
だから，僕の演劇は，あるラインを引いて，それ以上は伝えない，でも，そのラインを越えて，
こちら側の意図に向き合ってくれる人には何かが届く，そんな演劇にしたいといつも考えているん
です．特に今回の公演は，いつも以上に，観客の演劇に向き合おうとする意識が強かったと思いま
す．だから逆に，どういうスタンスをとるべきか，どこに線引きをするかというところが難しかっ
たですね．
種村：どういうことでしょうか．
弦巻：僕の作品も含めて，すべての表現はいつもそうだと思うんですけど，最後はお客さんの判断
に委ねる部分があります．でも今回の作品は最初から
「参加型演劇」
だと明示されている．そうやっ
て銘打ってお客さんに来てもらっている時点で，いってしまえば，普段の演劇よりも，演劇に向き
合おうとする意識が強いお客さんが来ていることになる．それは，僕の脚本や演出にとっては逆に
「有利すぎる」気がしたんです．だから，お客さんの立ち位置がいつもの演劇と少し異なっているこ
とをちゃんと意識して，ラインを引かなくてはいけないと思ったんです．
そして，今回は「科学技術について議論する」ということ自体にも難しさを感じていました．あ
る技術の是か非かを判断するときに，その是非を議論しようとした時点で，是の可能性も認めてい
ることになる．それはすでに肯定側にくみしていることになるのではないかと感じていました．
僕が作品作りをしているなかで，種村さんに「科学技術コミュニケーションでは「ある科学技術
を議論」した結果，
「この技術はなし」ということになってもいいんですよね」と，何回も蒸し返す
ように確認したじゃないですか．それは「議論をした時点で技術の側が有利になっている」という
思いがいつもあったからです．
本番をやりながらも，
このラインでよかったんだろうかと考え続けていました．本番が終わって，
お客さんの反応や，あの時の会場の議論の仕方，話の方向性を確認して，やっと「このラインで今
回はよかったんではないか」と思えたんです．
種村：線引きについてもう少し具体的に教えて
ください．
弦巻：⚖月末に CoSTEP の受講生の方に，あの
時点までの脚本を元に，通し稽古を見てもらっ
たじゃないですか（図⚕）
．その時に受講生の
方に，登場人物の言ってたことをどう思う？っ
て聞いた時の感触で「反対している明日菜が，
駄々をこねているだけのように感じる」という
－ 109 －
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ものがありました．そういうコメントを受ける機会があったから，僕のいう線引きの部分や，会話
やセリフの演出だったり，台本だったりを変えていくことができました．
あのタイミングで見学してもらったおかげで，演劇の線引きのバランスがとれたなと思っていま
す．自分の考えだけだったなら，多分ラインがもう少し，弦巻啓太個人の意識や価値観に近いとこ
ろに行ったように思います．
3.2 脚本の内容を決める
種村：今回の脚本に至った過程について教えてください．
弦巻：僕は，科学技術コミュニケーションのことを知らないから，脚本の依頼を受けた時，SF 的と
いうか，少しオーバーに考えていたんですよね．だから，最初は，エンハンスメントというところ
からテーマを見つけていくということで，美容整形みたいな話にしていこうかなとも思ったり．エ
ンハンスメントには宝石を加工して美しくする意味があると聞いて，それは素敵じゃないかなと
思って．出演する役者も女性が多かったから，そういうふうにしていけばいいんじゃないかと思っ
たりしたんです（図⚖）
．それから，お客さんに強く問いかけるとしたら，何がいいんだろうと思っ
ていくうちに，生命のこと，そもそも子どもを産むかうまないかってことに関係するといいんじゃ
ないかなと思って話を考えていったんですよね．例えば，
子どもが事故で死にそうになったときに，
クローンのことを持ち出される夫婦の話にしようかとか，周りから子どもが作りやすくなる技術の
利用を勧められて，最初は子作りはこっちの勝手だとはねつけているんだけど，だんだん，周りに
説得されて使ってみようかと迷う夫婦の話とか．または，能力の増強ではなくて，人格を矯正する
科学技術があったとして，でも，これを使ってしまうと，本当にその人は，その人といえるんだろ
うかとか，題材はいろいろ考えたんです．
一方で，これらの話ももちろん演劇の題材としては魅力的かもしれないんですけど，果たして今
回の脚本これでいいのかなと思う気持ちもあって．演劇後のディスカッションが，科学技術を導入
する，そこで巻き起こる議論とは違ったものになってしまうのではないかと思ったんですよね．種
村さんにも相談したことですが，SF 的な世界観の作品にし
てしまうと，この後のディスカッションが，結局は，弦巻啓
太の考えた世界の設定を受け入れるか受け入れないかってい
うことになってしまいそうな気がして．なんか，それではい
けないんじゃないかなと思っていて．
そこで，種村さんたちが考案した設定に沿ってエチュード
（即興劇）や稽古をしてみると，こっちのほうが，この状態を
お客さんに見てもらえればいいじゃないかと思うところがい
くつもあって，最終的に台本にしていったという感じですね
（表⚑）
．その設定は，僕がとても思いつかないようなある意
味ミニマムなというか，私たちのような普通の市民の生活に
関するものでした．でも，
こういう普通の生活の次元にこそ，
人間同士のかかわりあいのなかでおこる，小さいけれども無
視できない，いろいろな意見が，わきあがり，まきおこる．
こういうところにこそ，科学技術コミュニケーションが必要
図⚖ チラシおもて面

になると，そこで初めて教えてもらった気がして．そこで，
－ 110 －

科学技術コミュニケーション 第27号（2020）

Japanese Journal of Science Communication, No.27（2020）

表 1 種村らが考案した設定（一部）

工藤奏斗のもとになった設定．登場人物の設定だけを作り，役者に状況を即興（エチュード）で演じてもら
いその時に出たセリフを脚本に組み込んで行った．同様の設定を登場人物の⚕人分用意した．

この設定をそのままお借りして作品にしていこうと考えたんです．
種村：エチュードをやってみた時のことを教えてください．
弦巻：僕の作劇の仕方だと，どうしても理がかっているというか，登場人物のみんながみんな，理
屈を構築してぶつかり合っていくのですが，エチュードだと，理屈以外のことや，ことば以外の情
報で意見が左右されていくことなどが，よりわかりやすく見えました．
例えば，エチュードでは，奏斗役の村上くんと明日菜役の塚本さんが，夫婦で議論するシーンが
ありました4)．村上くんは「技術はいいことばっかりじゃん」と，どんどんどんどん塚本さんに迫っ
ていく，一方で，塚本さんは「それはわかるんだけど，でも」っていって追い込まれていって，な
にも言えなくなっていく．そこで「なんかいってよ」と村上くんがいったときに，塚本さんが「な
にもいっていないけど，考えていないわけではないんだよ」と発した場面が一つの契機でした．そ
の場で言っている，
交わされているセリフとは違う次元でのぶつかり合いがそこで起きている．あ，
脚本ではこういうところをすくっていかないと，ここを描かなければ「理屈が通っていれば勝ち」
みたいな話になっちゃうなと．このエチュードの瞬間に生じた，ひずんだような「空気感」という
かそこの状況をベースにして，ここに軸足を置いて脚本をつくっていこうと思ったんですね，あれ
がすごくいい瞬間でしたね．ドラマだなと．
3.3 曽根のセリフを書いた理由
種村：演劇の後半に曽根の「私が上手に説明できさえすれば，みんな導入してくれるって．受け入
れてくれるって／だって，
「良いもの」なんですから」というセリフがありました．
弦巻：僕はあのセリフ，技術を肯定する曽根側にいる人たちは本心でそう考えていると思う．でも
それだけじゃない，正しいならばなんでも伝わるというってことではない，ということに疑問を感
じていて欲しいという思いがあって，脚本に書いたともいえます．でも変な話，あそこまで書いて
いると，ラストシーンも見えているので，僕からのメッセージというよりも，役が勝手に話し出すっ
てところもあるんです．
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今回，明日菜が母親に対してノーティティアを使う決断をするラストシーンは最初から決まって
いました．ディスカッションが入る中間地点までに至る筋とかは，わりとパッパッパッて浮かんだ
んです．議論の流れ，登場人物のそれぞれの主張や意見は，最初から僕の思っていた設計図という
かプロット通りに進んでいたんです．
だけど，ラストシーンを書き出したころかな，塚本さんと曽根役の岩杉さんが二人っきりになっ
てきたときに，どの順番で話題を切り出していって，どういう風に話を展開させて，どうなってい
くのかを想像していたとき，僕の中で見えてきたのは「明日菜は，曽根のことを信頼できる人だと
感じているだろうな」ってことだったんです．もちろん曽根は導入側だから，その意見については
明日菜は納得いかないんだけど，曽根の態度だったり，ノーティティアを入れることについての打
ち明け具合，情報の提示の仕方だったりで，明日菜はある程度曽根のことを，人として信頼するだ
ろうなと思えてきたんです．
前半の曽根自身がノーティティアを入れていることを打ち明ける場面，そこで自分のプライベー
トなことも含めて率直に話す曽根だったら，最後に二人だけの場面になったときに，曽根はお人好
しだから，あそこで明日菜に自分の本音をぽろっと打ち明けるだろうし，明日菜の方もそれを飲み
込んでいって，
そこまで打ち明けてくれる曽根を頼っていくだろうと思ったんです．これは今回の，
演劇を通して考えてもらう科学技術コミュニケーションを，ある意味僕が擬似体験しているような
部分でした．うん，なので，書いている間は，自然に任せてああいうセリフが入ったという感じで
す．もちろん科学技術コミュニケーションを普段から考えている人にとっては，あのセリフはわざ
わざいわなくてもよかったかもしれないんですけど．
わりと最近の僕の作劇では，役がやりたがっている雰囲気や揺らぎをすくい上げるように意識を
しています．もちろん，プロットはこっちだからそうはいかんぞ，みたいにプロットに寄せること
もあります．今回は題材や会話劇という設定もあいまって，役の揺らぎがうまく筆を運んでくれた
気がします．
3.4 演劇で伝えること
種村：今回の「機械だった頃」を通じて「演劇で伝える」ことについて，弦巻さんが考えたことを
教えてください．
弦巻：
「機械だった頃」の公演を観た役者の一人が「演劇がおもしろかったということはもちろんだ
けど，それ以上に，これは演劇の仕事だなと，演劇でしかできない仕事ってこういうことだと強く
思った」という感想を伝えてくれたんです．
「映像ではなくて，目の前でなされる人の振る舞いを見
ることによって，ノーティティアという技術やそこで行われている議論が，文字や言葉での情報以
上のものとして伝わってくる．観客はそういうことを含めて考えることができる，これは演劇でし
かできないことではないか」といってくれて．僕たちのように演劇ばかりやっていると，ある意味，
演劇で伝えることが当たり前になっているから「ああ，そうだったか」と改めて気づいたことでも
ありました．他にも「機械だった頃」を観てくれた方の中に「これを自分たちの現場でもやってみ
たい」っていってくれた方が何人かいました．それは，演劇で伝えて考える場の可能性をみてとっ
てもらえたということではないかと思うんですね．
僕はストーリーが大好きだから，演劇で「面白い物語」をつくりたいと思っています．でも「面
白い物語」の演劇ってだけなら古今の名作を含めそれこそたくさんある．それに「面白い物語」と
いうことだけだったなら，映画でもテレビでも，代替可能なんですよね．そこで，演劇でしかでき
ない「面白い物語」の「成立の仕方」って，どういうことだろうってことを考えてずっと仕事をし
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ているんです．僕は昔から，完成度の高い作品をきっちり作りたいと思っているから，逆に「それ
なら演劇ではなくて映画やテレビドラマでもいいのではないか」と批判されることも多いんです．
物語としてはそうかもしれないけど「成立の仕方」については，映画やテレビではなく，演劇だけ
にできることに密かにずっとトライしつづけている．だから，実際に僕の作品をそのまま映像にし
てみたら，伝わらないなにかが絶対にあると感じているんです．生でみてないとそれこそ伝わらな
い，さっきいった，明日菜の曽根に対する信頼みたいな「空気感」は，実は，現場にいるとすごく
濃く見えたりする．セリフ以外のものも絶対見ている人に影響を与えているものがあると思うんで
すよね．今回は，生活している様がそこにあるから，それがよりわかりやすかった．そんなふうに，
観客の目の前で演じることによって物語が成立する，その物語を観客が共有して考えていく．彼が
「演劇の仕事」といってくれたようなこと，これは演劇でないと到達できない部分だなっていうとこ
ろを，今回強く感じることができた．これは自分のこれからの仕事に強く影響を与えると思うんで
すね．
3.5 参加型演劇について
種村：観客同士の話し合いは，私たちの期待以上に盛り上がって本当に良かったです．演劇は面白
くても，話し合いがうまくいかなければ，このイベントは失敗だと思っていたので．
弦巻：ほんとうにすごいなって思いました．お二人が「では話し合ってみてください」って言った
瞬間，一斉に観客全員が話し始めたことに．あんなふうに劇場の客席が盛り上がるのは，そうそう
ない風景です．僕は照明さんと一緒に後ろのブースから見ていましたが，幸福な風景だなって思い
ました．
僕の周りでは，もっと話し合いたかった，話し合いの時間をもっと長くしてほしかったという意
見が本当に多かったんです．それは別に演劇の
時間が短くてもいいってわけではないと思いま
すが（笑）
．話し合いの時間が短いというのは，
議論が結論には完全には到達していないってこ
とじゃないですか．でも，なんで最終的に決着
しないんだと，それを不満に思って帰った人は
ほとんどいないように思いました．むしろ，お
客さんは，話し合うことや意見を交換し合うこ
と自体をすごく楽しんでいて，満足度もすごく
高かった．大げさにいえば，議論するというこ
と自体の楽しさや価値，人と違う意見を交わす
ことの豊かさ，そんなことを演劇の中で証明で
きた，味わってもらえたっていうことが，僕は
すごく嬉しくて，面白かったですね．

図⚗ 幕開き時の導入部分の練習をする古澤（右手
前）と種村（右奥）

種村：弦巻さんは，観客同士の話し合いがうまくいった理由をどのように考えていますか．
弦巻：僕はその理由の⚗・⚘割は，古澤さんと種村さんの幕開きの時の導入，話し合いへのアプロー
チのうまさだとおもっているんですよね（図⚗）
．おべっかとか全然なくて．古澤さんと種村さん
は，最初に自己紹介して劇場にきた理由を互いに話してみることでやってみましょうといって，実
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際にやって見せてくれたじゃないですか．そういう丁寧な感じが，すごくよかったんじゃないかな
と思うんです．僕らも，たとえば，ワークショップなんかで，参加者同士で話し合う場をもとうと
するとき，場を盛り上げれば話し合ってもらえると考えがちです．でも，お二人の場合，ほんとう
に手取り足取りなんですね．観客が話し合いに向かうための細かいステップをいくつもつくってあ
げる，そういう方法がとても勉強になりました（表⚒）
．
表⚒ 幕開き時の導入（抜粋）

弦巻の指摘する「最初に自己紹介して劇場にきた理由を互いに話してみることでやってみましょうといっ
て，実際にやって見せてくれた」という部分．進行の仕方を種村と古澤が事前に定め，セリフに書き出して
いる．

僕は自分のことを人に話すということに対してハードルが低いので，話し合いを始めましょうと
いうことになったら，あの導入がなくてもしゃべれるかもしれないんですけど，普通の人はそうで
はない．でも逆を言ったら，話し合うための実演や実例が目の前にあると，人ってああやってしゃ
べれるんだなっていうことが，一つ発見だったんですよね．
僕はお芝居が終わった後に「アフターディスカッション」をしたいってずっと考えていました．
演劇を観終わったお客さんが，それこそ隣のカフェとかで，劇の内容を話し合ってくれるととても
嬉しいと思っていたんですよ．ある意味，それの雛形みたいなものが今回できたような気がして．
こうやって劇の内容を話し合うことで，満足度が高まったりもしているわけですよね．もちろん観
客の中には，感想を共有したくない，すぐに帰りたいと思った人もいるかもしれないんですけど，
そうじゃなければ，あんなふうに話し合うことで，満足度も高まるし，作品に対する見え方も変わっ
てくるのではないか．
「機械だった頃」をやってみて，演劇の可能性や話し合うことの価値を感じる
ことができました．
3.6 異なるステークホルダーの協働と共創
種村：
「機械だった頃」は科学技術コミュニケーションの研究者と演劇の専門家という異なるステー
クホルダーが協働して成し遂げた「共創」のプロジェクトだったと考えています．弦巻さんが
CoSTEP と協働できた理由を教えてください．
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弦巻：さっきも出た
「科学技術コミュニケーションでは話し合ったところで
「この技術はなしだね」
っ
てことになってもいいわけですよね」って僕が聞いたとき，種村さんに「それでいいんです」と答
えてもらえたこと．これが自分の中では，CoSTEP と一緒にやっていく上で，最初に大きなハード
ルを超えた瞬間なんです．
僕は科学技術コミュニケーションについて全然知らなかったから，科学技術コミュニケーション
といわれて，サイエンス万歳，サイエンスは素晴らしい，サイエンスを普及させて行くぞ，サイエ
ンスを広めれば広めるほど勝ちだなんていう考え方を持っている人たちなのかと思っていたことも
あったんです．でも古澤さんや種村さんと話し合っていくうちに，そうじゃなくて，技術の限界や，
科学技術のデメリット，負の側面も考えた上でこういう活動をしている．そういった上で，必ずし
も科学技術が絶対正義だと考えているわけでもないということを知って，みなさんのことを信頼で
きたことがよかったんじゃないかなと思っています．まあ，信頼関係，一言でいってしまえばそう
いうことになってしまうんですけどね．相手の考えていることの意図を尊重すること，相手がちゃ
んとどこまで考えてその結論まで達しているかということを，汲み取るというか，できるだけ慮る
というか，でもそれで自分の主義とか変えるとかじゃなくて，全部いいなりになるってことではな
く．そして，相手はこんなもんだと，お互いたかをくくらないというか．
科学や科学技術コミュニケーションのことを，僕は今でも種村さんや古澤さんと同じような考え
方をもっていないように思うし，みなさんも自分のことや，やっていることを絶対正しいとは思っ
ていなくて，なんかこう，ちゃんと迷い悩んでいる．だから，一緒にやっている中で，さっき言っ
たような「係留されている状態」があったと思うんです，いってしまえばそれは停滞でもあるんで
すけど，その停滞をちゃんと受け入れることができた．そこが今回はよかった，大事なところだっ
たと思います．
うん，やっぱり「結論ありきじゃない」ってところですかね．目的のために一緒にやりましょうっ
ていうではなくて，どうしたらいいか一緒に考えましょうっていってくれて，それを迷いながら一
緒に考えられたのがよかった．もちろん，
何かの目的を達成するために，
有用な能力がある人を引っ
張ってきて，一緒に何かやっていくような協働作業もあるかもしれない．でも，それは僕の考える
協働作業ではないというか，そういうのはあんまり太く豊かなものにならないんじゃないかな．

4. 考察

最後にインタビューに基づいた考察を行う．まず，弦巻のインタビューには「係留する」
「ライン

を引く」
，
「空気感」といった言葉があった．これらの言葉を科学技術コミュニケーションの観点か
ら一度ふりかえる．次に，異なるステークホルダーが共創することについて，インタビューから得
た知見をまとめる．
4.1「係留する」ために「ラインを引く」こと
弦巻は「係留する」ことを「舞台の状況をどう受け止めればいいんだろうかと悩んでいる状態，
どっちつかずの状態」に観客がいることだという．
「機械だった頃」でいえば「観客がノーティティ
アを使いたい奏斗，使いたくない明日菜の主張どちらの言い分も理解できる状態」である．
一方で，弦巻は今回の作劇を「難しい」ものだと捉えていた．その理由として，⚑）
「参加型演劇」
に参加する観客の演劇に対する向き合い方，⚒）
「議論をした時点で技術の側が有利になっている」
ことが挙げられていた．これらは，観客を「係留する」ための脚本の「ラインの引き方」に関係し
ている．具体的には
「ノーティティアのメリットとデメリットをどの程度まで劇中で提示するのか」
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が「ラインの引き方」の一つの基準となるであろう．インタビューによると，弦巻は当初，科学技
術コミュニケーションが「科学技術を肯定する側」に近いものだと考えていた．それは弦巻の「科
学技術の是非を論じる」という，一見中立的な遂行的行為の中に暗に含まれている「技術を肯定す
る作用」についての認識によるものだと思われる5)．そのため，弦巻は科学技術コミュニケーショ
ンに内在する「技術を肯定する作用」に抗うために，脚本を「技術を否定する側」に調整しつつ，
同時に科学技術コミュニケーションとしての演劇を成立させるという，弦巻の考える「科学技術を
肯定する」科学技術コミュニケーションと相反する脚本を目指すことになった．
弦巻が「話し合ったところで「この技術はなしだね」ってことになってもいいか」と何度も確認
したエピソードは，弦巻が作劇を通じて，彼の持っている「科学技術を肯定する科学技術コミュニ
ケーション」の認識を改めていく過程を示しているともいえる．科学技術コミュニケーションを専
門とする CoSTEP と協働が，弦巻自身の科学技術コミュニケーションについての理解を深め，科学
技術コミュニケーションとしての演劇作りに影響を与えたともいえるだろう．
3.1 では「ラインを引く」ことについて，稽古を見学した CoSTEP の受講生から「反対している明
日菜が，駄々をこねているだけのように感じる」とのコメントを受け，弦巻が脚本を修正したと語
られている．
「駄々をこねているだけのように感じる」とは否定側の言い分が理解できない状態，す
なわち「観客が係留されていない状態」ということになる．このエピソードは，弦巻が「技術を肯
定する作用」に寄り過ぎないように，否定側に寄せて脚本を書いた結果，こんどは逆に「技術の否
定側」にラインが寄りすぎていたことに気がつく過程を示しているともいえるだろう．このように
して脚本に引かれたラインを微調整することで，観客を「係留する」作品が完成していったのであ
る．
以上のように，観客の演劇体験において「係留する」ことを重視する弦巻の脚本に対する姿勢は，
観客に対して演劇を観た後にその内容について話し合うことを促進することにつながり，今回の演
劇を用いた科学技術コミュニケーション実践の内容を深めたことは間違いないだろう．
4.2 演劇の「空気感」
インタビューでは，演劇の特徴として「目の前でなされる人の振る舞い」や「セリフ以外の」
「文
字や言葉での情報以上のもの」
「その場で言っている，交わされているセリフとは違う次元でのぶつ
かり合い」から舞台に生まれる「空気感」が指摘されている．弦巻のいう「空気感」こそ，これま
での CoSTEP で実施してきた「台本を持ってセリフを読み上げる」討論劇の設定では表現しきれな
かったことだと思われる．だからこそ，
「機械だった頃」で演劇の専門家と一緒に企画を行い，演劇
の持つ表現力を確認できたことは，科学技術コミュニケーションに演劇を用いることの新たな発見
であった．インタビューでは他の観客から「演劇でしかできない仕事」との感想があったことは，
その証左であろう．
「空気感」については興味深いエピソードも語られていた．それは弦巻自身が，役者との稽古を通
じて「明日菜は，曽根のことを信頼できる人だと感じているだろうな」ということが「見えてきた」
という部分である．つまり，演劇の稽古中の「空気感」が脚本家自身を触発し，脚本を書いている
ときにはなかった設定が生まれ，ラストシーンのセリフにフィードバックされているのである．こ
の点をインタビューにおいて弦巻は「演劇を通して考えてもらう科学技術コミュニケーションを，
ある意味僕が擬似体験しているような部分」と述懐している．
4.3 異なるステークホルダーが共創すること
最後に共創について考察する．異なるステークホルダーが協働してプロジェクトを遂行する場
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合，しばしば，プロジェクトを企画した側が協働相手をプロジェクト遂行という目的を達成するた
めの手段としてみなしがちになる．なぜなら
「単独では目的を達成できないが故に一緒に協働する」
以上，協働それ自体が相手を目的達成ための手段とみなす関係性を内在しているからである．たと
えば今回は，CoSTEP が「演劇を用いた科学技術コミュニケーション」を実施するために，弦巻楽
団を「演劇を組み込むための手段」として利用している側面はもちろんあるといってよい．しかし，
弦巻が「目的のため」あるいは「結論ありき」の協働を「太く豊かなものにならない」と指摘して
いるように，協働相手を目的達成の手段としてのみ遇していたら，このプロジェクトを最後までや
りきり，本稿のような事後インタビューをとることは難しかったのではないだろうか．ここから見
えることは，共創においては，共創の成果だけではなく，協働の過程それ自体に対しても，互いに
価値が見出せなければならないということだ．私たちは一般的に「目的と手段を切り分けること」
や「手段を目的化しないこと」に気をつけている．しかし，共創においては，協働のプロセスへお
互いがコミットメントするために，協働それ自体の目的化を回避しつつも同時に「協働の価値化」
を目指すことが重要になってくると思われる．そのためには，弦巻が「たかをくくらない」と表現
するような，相手に対するリスペクトや信頼，そして「一緒に考えていく」ことや「停滞を受け入
れ」ることを，お互いが受け入れむしろ積極的に受容していくようなしつらえを組むことが大事に
なるだろう．そして今回のプロジェクトで，科学技術コミュニケーターが信頼を得た理由が「科学
技術コミュニケーターの科学技術への批判的態度」だったことを記しておく．
謝辞
コラボレーション企画 弦巻楽団×北海道大学 CoSTEP「私たちが機械だった頃」に出演してく
ださった，池江蘭さん，岩杉夏さん，袖山このみさん，塚本奈緒美さん，村上義典さん，そして公
演をサポートしてくださった弦巻楽団の団員のみなさんと CoSTEP の受講生と修了生に，お礼を
申し上げます．
本稿は，2018 年度 科学技術社会論・柿内賢信記念賞（実践賞）
「演劇の専門家による「対話劇」
を用いた「科学技術の社会実装についての熟議の場」の創出」および，科学研究費助成事業「演劇
を用いた科学技術コミュニケーション手法の開発と教育効果の評価に関する研究（基盤研究 C
19K03105）
」
（共に研究代表：種村剛）の成果の一部である．

注
1) 「機械だった頃」は CoSTEP 主催で 2019 年⚑月に受講生とともに実施した「討論劇と評決ワークショッ
プ その時，あなたは埋め込むか？～討論劇で問う生体 IoT を用いた健康管理の是非～」を原案として
いる．該当する討論劇の脚本は大津 他（2019）
，実施記録は鈴木（2019）がある．
2) 「機械だった頃」のような観客が演劇内容について話し合う「参加型演劇」は，劇作家ブレヒト（Bertolt
Brecht 1898-1956）が提唱した，役者と観客が演劇で取り上げられたテーマについて討論する「教育劇」
の系譜に連なるものであると考えている（ブレヒト 1988）
．
3) 討論劇とディスカッションが観客に与えた影響については，安孫子 他（2018）
．討論劇の実施プロセス
およびテーマ設定については，種村 他（2019）がある．
4) 村上は当時を振り返って「エチュードだから，毎日，台本に書かれていない自分から出てくる言葉で，
夫婦喧嘩をするんですよ．けっこう精神すり減らすんです．苦しい作業でした」と語っている（弦巻楽
団 2020）
．
5) 弦巻の「議論をした時点で技術の側が有利になっている」という感覚は，必ずしも弦巻だけのものでは
ないだろう．行政の説明会などに対する「参加したらその時点で相手の土俵（技術の肯定）に乗ってい
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る」との見解はしばしば筆者も耳にするところである．
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