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人間の行動や身体にまつわる生理、その違和感を独自の言語センス
と身体感覚で捉える劇作・演出家、市原佐都子。今回新たに創作さ
れる作品は、ギリシャ悲劇『バッコスの信女』（エウリピデス作）のテー
マや構造を大胆に咀嚼したファンタジーだ。
一見普通の主婦、そのペットの雄イヌ、人工授精で生まれたウシと
人間のハーフ、12匹の雌のホルスタインの霊魂たちによる合唱隊（コ
ロス）。彼らが奏でるドラマは、ヒトと動物の境を揺さぶり、私たち
の秘めた欲望を触覚的に刺激する。そこでは、男性／人間中心的な
性や生殖行為、その価値観や道徳観念も大胆に脱臼されるはずだ。
音楽は東京塩麹／ヌトミックの額田大志が担当。2020年にはドイ
ツで３年に一度開催される世界演劇祭への正式招待も決定。現代の
デュオニュソスたちが奏でる異色の音楽劇に、世界が注目している。

Ichihara Satoko writes and directs plays that deal with 
human behavior, the physiology of the body, and the unease 
surrounding these themes, using her unique sense of 
language and physical sensitivity. Her new work for Aichi 
Triennale 2019 is a fantasy that liberally interprets the 
themes and structure from the Greek tragedy The Bacchae 
（Euripides）.
A seemingly ordinary housewife, her male pet dog, and a 
cow-human cross-breed born through artificial insemination, 
and a chorus of the souls of 12 female Holstein cows--
the drama they act out blurs the boundary between people 
and animals, and stimulates our hidden desires in a tactile 
fashion. Here, the patriarchal, anthropocentric narrative of 
sexuality and reproductive behavior, and their associated 
ethics and morals are radically called into question.
Nukata Masashi, of Tokyo Shiokouji and Nuthmique, will 
be responsible for music. This piece has also been chosen 
for an official invitation to the World Theater Festival （held 
every three years） in Germany in 2020. The world is paying 
attention to the unusual musical theater produced by these 
modern Dionysian artists.

主な公演・受賞歴
2018  『私とセーラームーンの地下鉄旅行』韓国

香港日本共同制作、南山アートセンター、
ソウル（韓国）

2018  『毛美子不毛話』『妖精の問題』KYOTO 
EXPERIMENT、京都

2017  『毛美子不毛話』第61回岸田國士戯曲賞最
終候補、東京

2017  『毛美子不毛話』韓国ソウルマージナルシ
アターフェスティバル招聘、ソウル（韓国）

2013  『いのちのちQ Ⅱ』フェスティバル/トー
キョー公募プログラム、東京

2011  戯曲『虫』第11回AAF戯曲賞、愛知、優
秀賞受賞

Selected Works & Awards
2018  Me and Sailor Moon’s Subway Trip  

(South Korea/Hongkong/Japan co-
production), Namsan Arts Center, 
Seoul, South Korea

2018  Favonia’s Fruitless Fable, The Question 
of Faeries, KYOTO EXPERIMENT, 
Kyoto, Japan

2017  Favonia’s Fruitless Fable, the Seoul 
Marginal Theater Festival, Seoul, 
South Korea

2017  Favonia’s Fruitless Fable, nominated 
as the finalist for the 61st Kishida 
Prize for Drama, Kunio Playwriting 
Prize, Tokyo, Japan

2013  Qlobe of Life II, Festival/Tokyo 
Emerging Artists Program, Tokyo, 
Japan

2011  Insects, 11th Aichi Arts Foundation 
Drama Award, Aichi, Japan, Drama 
Award

ICHIHARA Satoko（Q）
Born 1988 in Osaka, Japan
Based in Tokyo, Japan

Ichihara Satoko has led the theater company Q since 2011. She 
writes and directs plays that deal with human behavior, the 
physiology of the body, and the unease surrounding these themes, 
using her unique sense of language and physical sensitivity. In one 
of her works, themes such as sex, cross mating and breeding are 
clinically portrayed through the viewpoint of women; the audience 
is showered with physically stimulating, verbal rampages and the 
actors execute their lines using their entire bodies--at times in 
the manner of caricature, at times in the manner of confession. 
Here, the patriarchal, anthropocentric narrative of sexuality and 
reproductive behavior is invalidated, and even the ethics and 
morals of the social majority are radically called into question.

市原佐都子（Q）
1988年大阪府生まれ
東京都拠点
2011年より劇団Qを主宰。人間の行動や身体にまつわる生理、その違和
感を独自の言語センスと身体感覚で捉えた劇作、演出を行う。女性の視
点から、性や、異種間の交尾・交配などがフラットに描かれる戯曲では、
観客の身体を触覚的に刺激する言葉が暴走し、舞台上の俳優たちは時に
戯画的に、時に露悪的に台詞を全身から発散させる。そこでは、男性中
心的、人間中心的に語られてきた性や生殖行為が無効化し、社会のマジョ
リティを覆っている倫理観や道徳観念にもラジカルな疑いがかけられる。
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インタビュー

市原佐都子
わけるのか、混ぜるのか。人間も、牛も、女もわからない。

 聞き手：野村政之（ドラマトゥルク）

─市原さんは、この企画が立ち上がる前から
ギリシャ劇に関心を持ってたんですよね。

　戯曲を書いていると「この苦しみはどういう苦し
みなんだろう。どういう時に人は苦しんでいたん
だろう」って考えるんですよね。それで「昔の人が
書いた物語を読むとわかることがあるのかな」と、
ギリシャ劇を読み始めました。「この話と自分が今
書いていることはもしかして似ているのかもしれ
ない。この人物がオイディプスだとしたら、こっ
ちはスフィンクスで……」と考えたりして。

─ギリシャ劇を参照することで、日常的なつ
まづきが、実はもっと大きな問題なんじゃないか
と考えられるわけですね。

　自分が書く物語のスケールを大きくしたいと
思っていたんです。身の回りにある出来事や違和
感を掘り下げて書いていることが多いんですけど、
それだけだとなかなか広がりがない気がしていて。

─市原さんは以前、日常疑問に思うこと、怖
いと感じることや禁じられているようなことを、
想像力で書き進めることにモチベーションを
持っていると言っていたけど、その違和感自体
は捨てずに、世界を大きくしたかったと？

　ひとつのことに執着して、その正体を知りたい
と思い、そこにグッと入り込んでいくようなつく
り方をしていました。その創作の衝動ややり方は
いまも変わりありませんが、特に初期の頃はそれ
だけを大事にしていました。ただ、もう一段階自
分の劇作を進めたいと思った時に、沖縄で女優の

話と捉えられる側面があると思うんですが、そ
れは意識しなかったんですか。

　女性の話という印象を私は持たなかったです。
女性は狂わされていて、主役はディオニュソスと
ペンテウスで、その男性二人の対立の話かなと。
私はその二項対立にシンパシーを感じない。だか
ら、そうじゃないものを書きたいという欲望が湧
いて。この話には、理性と本能の争いみたいな面
もありますけど、「そんなキレイに分かれてるわけ
ない、一人の人間でもどちらも持っていない？」と
思うんですよね。

─なるほど。「理性と本能」とか「正気と狂気」
みたいな分け方自体が、ある種男性的な見方か
もしれませんからね。他方、異なる神への信仰
が生む対立という面は、元のテキストから引き
継がれていますよね。たとえば兵藤公美さん演
じる主婦と川村美紀子さんの半獣とでは、信じ
ているものがかなり違っていて、それが人間と
動物の対立としても描かれる。その時に、デュ
オニュソスが人と牛の合いの子であるというこ
とが改めて重要になってくると思うんだけど、
「牛」について書こうというアイデアはどういう
ふうにでてきたんですか。

　牛は粉ミルクを飲んで育つっていう話を飴屋法
水さんから聞いたことがあって。それで牛につい
て調べたら、今回の家畜人工授精師という仕事を
知ったんです。そういう仕事をしている人は、ど
んな恋愛をして、どんな交尾をするのかなと、ア
イデアが広がっていきました。牛の置かれている
状況って、あらためて調べると、すごく人間本位
に扱われていることがわかって。

─そうするとちょっと、牛に肩入れするよう
なところもあったのかな。この作品には、すごく
小市民的な人物と、半人で両性具有という興味
深いキャラクターが出会って議論する。そこで、
牛の声や犬の声、告発を聞くことになります。

　牛の気持ちは書いてないんです。自分たちがど
ういう状況にあるかということを、牛役のコロス

竹中香子さんと二人で『妖精の問題』という作品を
つくるという体験があって、他人と思いやりを持っ
て向き合うことを学び、そこから自分の世界が広
がりました。あの時も内容としては結構危ないこ
とを書いていたんです。ただ、それをどう出すか
を考えた結果、落語、歌、レクチャーという形式
を使ったことで、演出の方法にしても、自分一人
ではできなかったことができているという感触が
ありました。だから、今回も何か形式がほしいな
と考えて、前から読んでいたギリシャ悲劇を持っ
てきたというのはあります。

─ギリシャ劇の形式*は今回の作品でも踏襲し
ていますよね。

　そうです。プロロゴスがあり、コロスの入場曲
があって、会話と歌が交互にあるというような構
造を借りています。自分の発想では、なかなかや
ろうと思わない形式です。

わかりたい欲望とわかる寂しさ

─モチーフとして『バッコスの信女』**を選ん
だのはどうしてですか。

　ディオニュソスは、種も性別もはっきりしない
存在だから、自分が今まで書いてきたものとも繋
がっているなと思った。これを動物と人間のハー
フってことにすれば、面白いものが書けるかなと。

─今回のあいちトリエンナーレではジェン
ダー平等ということがひとつの軸になっていま
すよね。『バッコスの信女』は、女性についての

に語らせているだけで。自分が牛だったらってこ
とも考えたんですけど、わからない。たとえば、
「生まれた時から食べられる運命だとわかっていた
としたら、むしろそうやって需要があることを誇
りに思うかもしれない……」とかって考えるのも、
人間だからできることですよね。だから、どこま
でも牛が思っていることは書けない。でも、家畜
も人間もなにかに囚われて生きていることでは共
通しているかもしれない。牛のことを話していて
も、人間のことのようにも聞こえるときがある。
それも、人間が勝手にそう捉えているということ
でしかないのですが。また、この本に登場するコ
ロスには、牛以外の役割も大きくあって、状況や
登場人物の心情を客観的に伝えています。

─加えて、この半獣には、牛だけじゃなく「人
間」として生きることについて考えさせられる面
もありますね。たとえば主人公の主婦は「人間で
ある」ことを規範としてしつけをしようとする。
その姿を通して、観客は「何が人間なのか」と考
えると思うんです。

　教育には、理性で本能を抑えるみたいな面があ
りますよね。人間は生まれたままではいられない、
生まれただけでは人間ではない。親は子供を人間
にしていかないといけない。言葉を教える。それ
は既存のものの見方を植えつけることになる。そ
れは悪いことではないと思う一方で、悲しいとも
感じるんです。もうわからない状態ではいられな
くなってしまうわけだから。たとえばこの主婦も
スマホで見られる情報を信じて、調べればわから
ないものはなくなるというような感覚でいますよ
ね。他人のものの見方で世の中をわかった気に
なっていく。自分が欲望している対象だって、誰
かにそうされているだけでしかなかったりする。
たとえその真実に気づいても、もうその世界の中
にいることしかできない。

─世の中は牛と人を区別して、牛をモノ扱い
して動いている。だからこそ、牛乳や肉を目的
として、人工授精で生を与えられるということも
起こるわけで、そこには大量生産、大量消費と
いう背景も浮かび上がってきますよね。それも
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僕が、この戯曲が豊かだと思うところなんです。

　この主婦はスマホで買い物するのが大好きなん
ですけど、それと同時にわからないものへの憧れ
も持っている人です。だからこそ、ネットで買っ
た人間の精子を牛に注入しちゃう。そういう対極
の欲望が一人の人間の中にもあって、ある時は
こっちの面が、ある時はこっちの面が出ている、
ということなんですよね。

「いいね！」だけど「いいね！」じゃない

─古代のギリシャ劇というのは、男が演じて、
成年男子の「市民」を観客とした、男だけの空間
だったといわれていますね。今回はそれを、女
性だけの出演者、スタッフもほぼ女性という布
陣でつくっていますよね。その特性をどう感じて
いますか。

　伸び伸びしていますよね、皆。小道具のエロ本
を開いて疑問に思うところを言い合ったりして。
やっぱりどこか、男性が多いと嘘をついちゃう瞬
間があるんです。どうしてだか、どうでもいいと
思っていても。男性と作品について話す場面でズ
レを感じたこともあって。そこまでそこにエネル
ギーを割いて理解してもらう必要はないと思う。
ただ違う、からです。今回はそれがないです。皆
が同じ意見を持っているということではなく、そ
れぞれなのですが、根本の身体が同じということ
が影響しているかもしれません。

─ギリシャ劇の空間に男性しかいなかったと
考えたとき、今回の試みから何が生まれるか、
きっと見るべきものがあるはずだと、僕は期待
しています。「女性のみの出演者にする」という
のは、今年1月に城崎国際アートセンターで滞
在制作をする際に決めたことでしたよね。まだ
戯曲の執筆中でしたが、変に男性を混ぜるより、
割り切ったほうが作品づくりがふくよかなもの
になるのではと思いました。

　私は自分が思っていることがいちばん強い表現
だと思っているんですよね。そのまま自分の主張

たつもりにはなれないし、だからこそ、自分がイ
ンタビュアーであることに、若干の不安もあるん
だけど……（笑）

みんながまったく同じように苦しいことってない
じゃないですか。Twitterとか見てると「女、ツラ
い」みたいなツイートがいっぱいありますよね。そ
れに「いいね！」したい気持ちもあるけど、一方で

を書くと言う意味ではなく、自分の感情を掘り下
げてそこから表現を産み出す。自分に内にある暴
力性など、見たくない部分も見ることになる。だ
けど嘘をつくことをしたくない。自分に内在する
ものをできるだけ可視化したうえでないと、他人
のことも認めたり深く対話することができない気
がするので。演劇の土台は虚構、だからこそ発せ
られる普段は発せない言葉があると思います。で
も、ある一方の世界だけでなく、反対側のことや、
ある種の希望を描くことも最近は意識しています。
なので、自分のことを掘り下げると自然と女性の
ことを書いていた、ということなのかもしれない。
私の場合、最初に作品を発表した時から、「女性
の作家」といわれてきたんですけど、自分ではそ
れを意識していたつもりはないんです。いつも後
から意識させられてきた。女性って自分の身体が
生物学的に女性であることを意識する以上に社会
から「女性」であることを意識させられる。それに、
女性しか出ていないというのも、そんなに特別な
ことではないですよね？　

─もしかすると、市原さんのような目線で物
事を見ている女性は結構たくさんいるということ
に過ぎないのかもしれないし？

　前に「男のことが嫌いな女に好かれる作家」と言
われたことがあるんです。「少数派に好かれてる
だけだ」ってニュアンスでした。別に少数派でも
よいのですが、その男性の上から決めつけるよう
な言い方が最初は「嫌だな」と思ったんです。だけ
ど考えてみると、「私、多数派じゃん！人気者じゃ
ん！」と。だって、SNS見てても、周りを見ても、
男性が苦手な人多いですから。なんだろう、たと
えばゴツい男性が隣にいるよりは、女性専用車両
がいい、みたいな。大なり小なりそういう身体感
覚はあると思うんです。

─今の社会では、男が全員の空間と、男女半々
の空間に、男性はそれほど違いを感じない。で
も女性にとっては、全員女性の空間と男女半々
の空間は相当に違うのではないか。その非対称
性みたいなものは、きっと、この作品にも反映
されるんじゃないのかな。僕自身はそこをわかっ

＊ 紀元前5世紀ごろの形式は、序章にあたるプロロゴスに始まり、合唱隊（コロス）による入場歌のあと、会話部分のエペソイディオンと
歌舞によって表現されるスタシモンが繰り返され、最終章のエクソドスに至るというもの。また俳優の数は3人で、これにコロスが加わる。

＊＊ 紀元前5世紀の劇詩人エウリピデスによる悲劇。ゼウスと人間の子であるディオニュソス神と彼を迫害するテーバイ王ペンテウスの対
立とその顛末を描く。ペンテウスに怒ったディオニュソスはペンテウスの母を始めとするテーバイの女たちを狂乱に陥れ、山中で祭儀をさ
せる。それを覗き見したペンテウスは、女たちに獣と間違えられ、八つ裂きにされてしまう。

「いいね！じゃない」って気持ちがせめぎあう。さ
らにそれを批判的に見ることもできるし……だか
ら何も女で固まることもないし、男女問わずいろ
んな反応が見てみたい。作品について稽古場でよ
く話し合いますが、人によって捉え方が違い、劇
の結末に対しても何通りも読み方があり、それぞ
れが興味深いと感じながら創作しています。

城崎国際アートセンターでの滞在制作中に行なった一般参加者との合唱WS
写真提供： 城崎国際アートセンター

森下スタジオでの稽古風景




