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高 槻真樹

「ロボット演劇ルポ」

ロ ボットが俳優 となり、人
間と共に 舞台に立つ。 劇作家
の平田オリザ氏 とロボット研

究者の 石黒浩氏が手を 組み、
大阪大学でプ ロジェクトを進

めてい る。報道で知 ったとき
にはいささか 奇抜な印象を 抱

いた ものだが、実際 に見てみ
ると、予想 しなかったほど に

ドキ ドキさせられ た。確かに
ＳＦファンなら一度は観た

い 、と思う。とは いえ、それ
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はあくまでハード的な関心 なのだと思い込んでいた。 だが違った。架空ではな い実在の

ロボットが物 語の上に乗って登場する ということが、とても興奮 させられるのだ。

現在再開発 が進んでいる大阪・梅田 北ヤードに 、
ロボットの拠点ができるの だという 。
「ナレッジキャピタル 」というその施設が完成す るのは２年後の２０１３年 。そこで何

をどのよ うに見せていくべきなのか 、何度かモニター調査を行 い、企画を磨いていく必
要がある。その一環 として先日、大阪市内でロ ボット演劇をはじめとする ＩＴ関連の企

画がそ ろい一斉に披露された。梅 田北にロボット演劇の常設 小屋を作り、観光拠点と し
て育てていきたい というのだからかなり壮大 な計画だ。

８月２８日、中 之島のＡＢＣホールで上演 されたロボット演劇２本「 さようなら」と

「 働く私」を見ることができ た。ここでの観客の反応を 参考にして、実際に上演さ れる
演劇のスタイル が決められていくことにな る。

3

「さ よう なら」 は人間 を

精 密に コピー した 「ジェ ミ
ノイ ド」 を使っ た約 １５分

の 小品 。人 間とロ ボッ トが
向か い合 って会 話す る。か
なり人 間に 近づい てい ると

はいえ 、まだ「不気味の谷 」
の向こ う側 にある 印象 を受

け る。違 和感 を和ら げる た
めか 、人間 の俳 優は金 髪の

白 人女性 で、 片言の 日本 語
をし ゃべる 。ど ちらが 人間

で どち らがロ ボッ トか区 別
がつ かない 、と いった Ｐ・

Ｋ ・デ ィック 的な 世界は ま
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（撮影：南部辰雄）
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だまだ遠い 。だが、 ２人の「俳 優」によっ て語られる 、
「ジ ェミノイド 」が世界中 にあ

まねく散らば った少し未来の世界の物 語は、ＳＦファンには本当 に興奮させられる。虚
構ではなく、現実に存在 するロボットがフィクショ ンの片棒を担ぐというこ とが、ＳＦ

が現実化し ていく瞬間を感じさせて たまらなく刺激的なのであ る。

２本目の 「働く私」は、三菱重工 業の開発したヒト型ロボッ ト「 wakamaru
」２体と人
間の夫婦による２０ 分ほどの作品。こちらは「 さようなら」に比べて、は るかにリアル

に 感じられた 。
「 ジェミノイ ド」を現実 に受け入れ るためには 、ある程度 目をつぶる 必
要があるのだが、 こちらは普通に見ていても まったく違和感がない。驚 いたのは、人間

をあ まり模倣していない wakamaru
の方がはるかに人間らし く感じられたことである。 ま
るでガイコツのよ うな容貌で表情はまったく 変化しないというのに。

劇 中で wakamaru
は悩み、嘆き 、思い煩う。そのあり方は 人間となんら変わらない。 な
ぜそんなことが 可能だったのか。演出を担 当した平田オリザ氏は、 稽古場にパントマイ
ムの演者と文楽の人形師を 引き入れた。人間らしく見 せるための先人たちの知恵 を研究

した上で、 wakamaru
の動きに取り入れて いったのである。
上演後のトークで平田氏 が明かしてくれたが、平田 氏の演出方法は「バカヤロ ー！
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もっと魂を込めろ！」など と怒鳴って灰皿を投げる、 というようなものではな い。そも

そも 灰皿を投げ つけられ てもロボッ トは演技を 改善しよう がない 。
「もう５ 度首を右に
傾けてみ て 」
「 もう２秒 遅く今のセ リフを言っ て」などな ど、もとも と平田氏の 演出方

法は、非常 に唯物的で、ロボットに 演技をつけるにはうってつ けだった。舞台は９メー

トル× ５メー トルの 空間が １メート ル角で ４５コ マのメ ッシュ に切られ 、演技 の一瞬

一瞬で立 ち居地が厳密に定められた 。共演した俳優たちは「 自分たちへの演技指導とロ
ボットへの演技指導 がまったく変わらない」と ショックを受けたそうだ。

そんな ことで演技がつけられるの だろうか。実際に見た感 想としては「十分機能して
いる」といわざる をえない。ここで恐ろしい ことが判明する。もちろん 舞台上で嘆いた

り悩 んだりしているロボットた ちは、本当に悩んでいるわ けではない。だが、それは 人
間の俳優であって も同じことだ。だとした ら、十分に感情があるよう に見えるようにな

っ たロボットは、人間と同じ 感情を持つといってもいい のではないか。そんなはず はな
い、と反論する 方もいるだろう。
だが、私たち人間も子供の ころから、周囲の反応を見 て試行錯誤しながら自分の 意識

を組み立てて いくのではないか。ロボッ トも同じだろう。他者の反 応の集積とそこから
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導き出される出力としての 感情表現。そのデータの塊 をわれわれは「意識」と 呼んでい

るだけなので はないだろうか。実は「 意識」は、他者の存在なく してはあり得ないので
はないか 。
「わ れ思うゆ えにわれあ り」ではな かったのだ 。ロボット について考 えてい

るはずが、 いつの間にか人間につい て多くのことに気付かされ る。

そんな表 情豊かな wakamaru
が演じ るのは「働きたくなくなっ てしまった 」という感情 。
欝を発症し働けなく なった人間の男と「働きた くなくなった」ロボットと の交流。かつ

てＳＦ がそんなものを描き得ただ ろうか。ＳＦが描いてきた ロボットの大半は無敵の ス
ーパーヒーローか 、あるいはぎこちなく動き 融通の利かない「しゃべる 機械」ではなか

った か。だが実際に実現された ロボットが演じるのは、こ んなにも微妙で繊細な世界 な
のだった。それは ＳＦにとっても極めて刺激 的で学ぶべき多くの要素 を持っている。

ロボットが実用 化されたからといって、ロ ボットがいる世界は即座 に普通小説化する
わけではない。そこにはま だまだ、新しいＳＦの可能 性が膨大に眠っている。人 間たち

が退場した後 、２体のロボットが夕陽を 見つめながらつぶやく幕切 れのセリフは、ＳＦ
から見ても多くの示唆に富 んでいる。
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「でも、僕た ちは、まだ、そこまで、 進化していない」

残念ながら ロボット演劇を目にする 機会はまだまだ少ない。し かし幸いなことに、研
究の成 果は一 冊の本 「ロボ ット演 劇 」
（大 阪大学 出版会） にまと められ 、
「 働く私 」の

台本もこ の中に収められている。カ ラー写真や図版も豊富で、 この本を読めば、ロボッ
ト演劇の可能性につ いて多くのことを知ること ができるだろう。

二年後、ナレッジ キャピタルにて、私たちは どんなロボット演劇を目に することにな
るの だろうか。可能性はまだま だ広く、深い。

※筆者付記・こ の原稿は２０１１年１０月 ６日に執筆しました。今 後の政治の動きによ
っては、ナレッジキャピタ ルは大幅な縮小を余儀なく される可能性があるそうで す。関

係者の賢明な 判断を祈るばかりですが、 何にしてもここまでに成し 遂げられたことがど
れほどのものであったか、 ここに記録しておこうと 思います 。
（ 高槻 真樹）

