
演劇とテクノロジー 
―平田オリザのアンドロイド演劇― 

浜名 恵美

妹 たとえば、[ロボットが]何かの事故にあって、頭だけ怪我 

して、（中略）脳死して、でも人工知能に付け替えて、あと 

の身体は動いていたら、どうですか？ 

下宿人[脳外科研修医] どうですかと言われても？ 

(平田オリザ、『変身』、p.24) 

本稿の主要目的は、2016年2月20日（土）に開催された比較理論
学会（筑波大学）で私が行った講演（原題：「越境する劇作家/演
出家・平田オリザ―国と地域の境界から人間とロボットの境界
まで―」）の内容について報告することである。（なお、当日の
講演と配布資料の内容を最新化または修正して報告している箇所
があることをお断りする。）さらに、2016年3月から2020年2月まで
のアンドロイド演劇とテクノロジーに関係する新たな展開を簡単
に解説する。2016年2月は、当時の所属大学が取り組んでいたプロ
ジェクトに関連して「トランスボーダー」をテーマとしたが、そ
の後のアンドロイド演劇とテクノロジーの議論に関しては、「トラ
ンスボーダー」のテーマに限定していない。

講演の目的 
 本講演は、私の筑波大学退職記念の最終講義の機会として提供
されたのだが、私なりの英文学研究の集大成となる講演をする意
図はなく、その時点で私が取り組み、2016年4月に東京女子大学に
就任後に本格的に取り組む予定であった新しい研究について話す
こととした。内容は、伝統的な英米文学の枠には収まらず、近年
発展の著しいディジタル・ヒューマニティーズに接近している。 

講演の概要 
・世界的に活躍している劇作家/演出家の平田オリザをとりあげ、
彼の越境性について論じる。
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・ロボット工学者の石黒浩大阪大学教授を演劇研究の立場から紹
介する。
・「越境する」演劇、テクノロジー、知の意義と新しい見方につ
いて論じる。

講演の構成 

１  平田オリザについて 

２  ロボット・アンドロイド演劇 

２．１ ロボット最先進国：日本の特徴 

産業・福祉・介護ロボットから漫画、アニメまで 

２．２ 大阪大学大学院 基礎工学研究科 石黒研究室 

２．３ 演劇×ロボット工学×哲学の挑戦：人間とは何か？ 

２．３．１ ロボット版『森の奥』

２．３．２ アンドロイド版『三人姉妹』

２．３．３ アンドロイド版『三人姉妹』結末

２．３．４ 石黒浩と平田オリザのポストパフォーマンストーク 

２．３．５ アンドロイドに「こころ」はあるか？

３ まとめ 

４ 2016 年  3 月から 2020 年 2月までの新たな展開 

１ 平田オリザについて 

劇作家・演出家の平田オリザ(1962 年―)の本論に関わる主な

略歴は、以下のとおりである。 

1983 年：劇団青年団結成 

国内外で公演を行い、多数の演劇賞を受賞 

2006 年：大阪大学コミュニケーションデザイン・センター教授 

就任 

2008 年：大阪大学・石黒浩教授とのロボット演劇プロジェクト 
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  第１弾『働く私』世界初演 

2010 年 8 月：本格的ロボット演劇、ロボット版『森の奥』、 

あいちトリエンナーレ 2010 オープニング公演として

世界初演 

2010 年 9 月：人型ロボット「ジェミノイド F」が出演する 

アンドロイド演劇『さようなら』をあいちトリエンナ

ーレにて世界初演 

2012 年：アンドロイド版『三人姉妹』上演 

2014 年：アンドロイド版『変身』（フランスのノルマンディの秋 

芸術祭委嘱作）上演 

2014 年：東京藝術大学・アートイノベーションセンター 

  特任教授就任 

2015 年：城崎国際アートセンター芸術監督就任 

2015 年から東京藝術大学 COI 研究推進機構特任教授、大阪大学

コミュニケーションデザイン・センター客員教授、（公財）舞台芸

術財団演劇人会議理事長、日本劇作家協会副会長、日本演劇学会

理事、（財）地域創造理事、豊岡市文化政策担当参与。(最新の経

歴や公演履歴については、青年団ホームページを参照されたい。) 

平田は、「現代口語演劇」と言われる独創的な演劇スタイルを確

立し、現代演劇に大きな影響を与えてきた。その特徴は、一幕も

の、背景音楽なし、頻繁な同時多発会話、客席に背を受けた俳優

（がいることもあること）、ぼそぼそと聞き取りにくい台詞回し等

である。アンドロイド演劇でも平田がリアルだと考える現代口語 

演劇の演技・台詞術が駆使されている。 

平田は、海外公演・国際共同公演・新しい演劇教育に取り組む

だけでなく、大阪大学で、ロボット工学者の石黒と共同でロボッ

ト演劇やアンドロイド演劇の開発に取り組んできた。アンドロイ
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ド劇は、日本各地はもとより、ヨーロッパ、北米、アジア等でも

公演を重ねてきている。（『さようなら』（2010 年初演）は、2015 年

に深田晃司監督・脚本で映画化もされた。この映画版では、東京

電力福島第一原子力発電所事故後の世界に設定され、最後に人間

は死に、アンドロイドが生き残る。）『変身』（2014年）では、グレ

ゴワール（カフカの原作ではグレゴール)・ザムザは虫でなくアン

ドロイドへ変身し、「人間とは何か」を改めて問いかけている。 

２  ロボット・アンドロイド演劇 

　私は、平田オリザの重要作品についてすでに日本語の本や英語

論文で論じている。1　それらは、主に国境や異文化に関わるものだ

が、本稿ではロボット演劇やアンドロイド演劇に焦点をあわせる。 

まず、ロボット、アンドロイド、ヒューマノイド等の用語につ

いて解説しておく。一般的には、ロボット(robot)とは、人造人間、

機械的に働く人や自動装置を指す。この語は、チェコの作家カレ

ル・チャペックの戯曲『R.U.R.(Rossum’s Universal Robots)』（1920

年、邦訳題名『ロボット』）に最初に出現する。チェコ語“robota” 

は「強制労働」という意味であるが、強制労働を強いられたロボ 

ットたちはやがて人間に反逆する。アンドロイド(android)の語源

は、ギリシャ語の andr-, oid=manlike である。したがって、女性

の場合には、ガイノイド（gynoid）という用語もある。ヒューマ
ノイド(humanoid)は、男女を問わず、人造人間一般を指す。

しかし、石黒浩は独自の定義をしている。彼によれば、ヒュー

マノイドは「人間型ロボットという意味であり、人間が無理なく

擬人化、すなわち人間の姿形を連想できる形を持っている。目や

手や腕があるようなロボットは、その見かけが機械的なものであ

っても、ヒューマノイド」（例：ホンダのアシモ）と呼ばれる。
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他方、アンドロイドとは「人間酷似型ロボット」であり、「その

見かけが生身の人間のように見えるヒューマノイドに対する呼び

名」である。石黒はアンドロイドが男性名詞であり、女性のアン

ドロイドはガイノイドと呼ばれることがあることを承知しながら、

人間酷似型ロボットをアンドロイドと呼び、映画『ブレード・ラ

ンナー』に登場するレイチェルを例としてあげている。また、現

実のアンドロイドの例としては、石黒本人に姿を似せたジェミノ

イドをあげている。ジェミノイド（geminoid)は、語源は双子座

（Gemini)であり、本人そっくりのヒューマノイドのことである。

石黒によれば、アンドロイドとヒューマノイドは、構造（特に皮

膚）が大きく異なる。（漱石アンドロイド共同研究プロジェクト

編、第１章 アンドロイドとは何か、石黒浩、pp.12-33.） 

画像１：ジェミノイド H1-4 ○C ERATO 石黒共生ヒューマンインタラクション

プロジェクト 
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  本論では、混乱を避けるために、基本的に、石黒の用法に従っ

て、アンドロイドとロボットという概念を使うことにする。 

ロボット演劇やアンドロイド演劇は世界的にまだ少ない。 映画

やゲームでは SFX,VR,ARや最新映像・音響技術を駆使して、アン

ドロイドやヒューマノイドから地球外生物まで作られているが、

現実に人間のように「知能」だけでなく「意識」や「こころ」をも

ち、自分で考えたり感じたり、状況や相手に応じて話したり、人

間の標準的な体型で自然に動いたりすることができるアンドロイ

ドを作ることは至難である。

自分自身のアンドロイド・シリーズ、桂米朝アンドロイド(2012

年)、マツコ・デラックスのアンドロイド(2014 年)、夏目漱石アン

ドロイド(2016 年 12 月一般公開)、黒柳徹子アンドロイド(2018

年)、京都東山高台寺アンドロイド観音マインダー（2019 年）など

で多くの日本人に知られているし、世界的にも著名なロボット工

学者の石黒は、ロボット工学の立場から「人間とは何か」を解明

するために、人間に酷似したロボットを作り続けているが、その

研究はまるで人間とアンドロイドの境界をなくそうとしているか

のように見える。 

劇作家・演出家の平田オリザは、演劇の立場から「人間とは何

か」を問い続けているが、彼もまた人間とアンドロイドの境界が

わからなくなる瞬間があるような作品を作ることがある（2.3.5

ポストパフォーマンストーク参照）。 

２．１ ロボット最先進国：日本の特徴 

産業・福祉・介護ロボットから漫画、アニメまで 

ロボット演劇やアンドロイド演劇の世界初上演が日本で行われ

る背景として、産業ロボット分野では近年特に中国の台頭が著し
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いとはいえ、日本のロボット工学の水準やロボットの普及率が世

界屈指であるという事実がある。少子高齢化社会へ突き進んでい

る日本では、もちろん、産業・福祉・介護ロボットの需要が高い。

本論では、介護ロボットの例を一つだけあげておく。介護ロボッ

トの開発は欧米でも盛んだが、HAL を紹介しておこう。HAL と聞け

ば、たいていの人は、すぐ SF の古典、アーサー・C・クラークの

『2001 年宇宙の旅（2001: A Space Odyssey）』に出てくる人工

知能をそなえたコンピュータの名前を思いだす。これは、 

Heuristically programmed ALgorithmic computer の頭文字であ

る。筑波大学システム情報系・サイバニクス研究センター研究統

括・山海嘉之教授のチームが開発した HAL は、“Hybrid Assistive 

Limb”の略語で、人間の身体機能の拡張、及び増幅することを目

的として開発されたロボットスーツである。大学発のベンチャー

企業として 2004 年に設立された CYBERDYNE 株式会社は、医療福祉

機器および医療福祉システムの研究開発、身体機能改善の治療機

器および治療技術の研究開発、介護用品および介護機器の販売、

世界最高水準の清掃ロボット(CL02)の社会実装を始めとして、世

界展開に向けて着実に事業を進めているようだ。 

次に、アンドロイド演劇に関連して、日本におけるロボット開

発と受容の特徴とその要因になっていると考えられる伝統や文化

を概説しておく（Zeeberg 参照）。

日本社会でロボットが好かれる根本的背景としてよく指摘され

るのは、神道のアニミズムの伝統である。このアニミズムは、人

間だけでなく動物、自然、日常品にまで「神」が宿るとする。こ

の観点からすると、人間、動物、「もの」の間に明確な区別はない

ので、ロボットが人間のように行動してもふしぎではないことに

なる。日本のアニミズムは、西洋の哲学的伝統と対照的であると
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される。古代ギリシャは河川のような自然の場所に精霊を見たと

いう点ではアニミズム的であったが、彼らは人間の魂とマインド

（精神、こころ）は他の自然のものとは明確に区別されるし、ま

た上位にあると考えた。ユダヤ・キリスト・イスラム教は、人間

を神の創造物であり、不滅の魂をもつ唯一の存在として、より高

い地位に置いたし、偶像崇拝を禁止した。イスラム教は、特に偶

像崇拝を嫌い、人間や動物のイメージを作ることを禁止している。 

 日本人とロボットの関係はやや特殊かもしれない。アンドロイ

ド演劇では、その言動が人間に酷似しているために、観客が嫌悪

や恐れなどの負の感情を抱く、「不気味の谷現象」と言われる反応

を示してもおかしくない場面があるが、特に日本人の観客はアン

ドロイドを人間の俳優のように受け入れているように見える。 

 神道のアニミズムの伝統以外にも、江戸時代のからくり人形の

伝統なども注目される。また第二次大戦敗戦後にアメリカに占領

され、ロボットを兵器として開発できなかったことも関係してい

るようだ。こうした多様な要因が重なり、戦後の日本では、ロボ

ットの概して肯定的な見方が広まった。産業の自動化は日本の経

済復興に貢献したし、アンドロイドは無害な好奇心の対象であっ

た。その間、西洋はロボットについてそれほど楽天的な見方はし

なかったとされる。冷戦対策に専念していたアメリカは、軍事用

ロボット開発に資金を注ぎこんだが、そのためにアメリカではロ

ボット開発は脅威的なものだと受け止められることになった。元

来、西洋では 19 世紀初期の英国の産業革命期に職工団員たち

(Luddites)が紡績機械を破壊して以来、労働者は長い間、自動化

は彼らの仕事を奪うと考えてきたという歴史がある。 

 西洋と日本のテクノロジーに対するこうした異なる見方が、20

世紀後半のポップカルチャーで明らかになった。この時代の最も
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影響力のある日本のキャラクターは鉄腕アトム（Astro Boy）であ

った。1952 年に漫画で導入され、やがて本、テレビ番組、映画、

また幅広い商品として出回った。鉄腕アトムは、自分の超人的力

を善のために使うアンドロイドであり、原作者の手塚治虫は意図

していなかったとしても、テクノロジーについての肯定的なメッ

セージを日本に広めた。

手塚によれば、1950 年代は敗戦と西洋の戦勝国よりも自分たち

が技術的に劣っているという意識にまだ苦しんでいた日本人に希

望を与えるために、出版社と読者によって、彼はテクノロジーの

非常に楽天的な絵を描かざるをえなかった。手塚が作品に込めた

戦争を起こした人間の行動批判というメッセージは理解されず、

その代わり、ロボット救世主という友達のようなキャラクターの

アトムだけが、将来の日本社会への希望として理想化された。

（将来の日本社会への希望として理解されてしまった）手塚の

メッセージは一世代の日本人、特にアンドロイドを造ることにな

る世代に大きな影響を及ぼした。世界的にも著名なロボット工学

者である梅谷陽二東京工業大学名誉教授（1932 年―）は、「日本の

ロボット工学は鉄腕アトムの夢によって突き動かされている」し、

日本の多数の先導的ロボット工学の研究者と開発者たちは「ロボ 

ットのフィクションがなければ、ロボット工学はなかった」と信

じていると述べている（Zeeberg からの引用、翻訳：筆者）。

戦後の日本の工学者たちは鉄腕アトムの夢を見て、彼のような

ロボットを造るためにロボット工学者になった。西洋もまたロボ

ットについて肯定的な物語を語ってきたが、西洋の最も影響力の

ある物語は、ロボットたちが人類の脅威になることについてのも

のであった。『2001 年宇宙の旅』では、知的コンピュータシステ

ムの HAL が悪党となり、彼が制御している宇宙船の乗員たちを殺
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害する。フィリップ・K・ディック作の SF の古典『アンドロイド

は電気羊の夢を見るか？』とその映画版『ブレード・ランナー』

では、本物の人間そっくりのアンドロイド（レプリカント）たち

が自分たちを隷従させる人間へ反逆する。 

ロボットに対する西洋の恐怖は、『ターミネイター』シリーズ

に凝縮されている。このシリーズでは、防御コンピュータネット

ワークのスカイネットが自意識を獲得し、人間たちはそれを切断

しようとするが、スカイネットはターミネイターと呼ばれるアン

ドロイドたちを使い人間に宣戦布告する。多くの西洋の SF 作品

は、『フランケンシュタイン』や『R.U.R』からと同じ道徳的警告 

――人工生命を創る愚行、（神ではなく）人間によって造られた

ものが魂（精神、意識、こころ）を持ち得るのかというパラドッ

クス、人間とアンドロイドが共存することは不可能であるという

こと――に耳を傾けていると主張する人もいる（Zeeberg）。

このような立場からは、梅谷の世代の夢は鉄腕アトムのような

アンドロイドを造ることであり、次世代以降になるとドラえもん

が圧倒的な人気者になるとはいえ、日本ではロボット開発や受容

の点で、マンガやアニメというフィクションが果たした役割が大

きいことは独特なものであろう。ドラえもんはネコ型ロボットで

アンドロイドではないが、人間の言葉を理解し、人間の言葉を話

している点では、アンドロイドと変わらないというか、現実のア

ンドロイド以上のコミュニケーション力がある。そして人間の「か

わいい」ペット、パートナー、友達であり、今日でも若手のロボ

ット工学者が夢見る理想のロボットであろう。2

２．２ 大阪大学大学院 基礎工学研究科 石黒研究室 

2016 年 2 月時点では大阪大学教授であった石黒浩は、2017 年 4
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月からは同大栄誉教授、先導的学際研究機構・共生知能研究セン

ター長を務めている。2016 年 2月時点からますます世界的な研究

を推進しているのだが、演劇研究の立場から、大阪大学大学院・

基礎工学研究科・石黒研究室から以下だけを紹介しておく。 

石黒研究室では，未来の人間社会を支える知的システムの実現

を目指し，センサ工学，ロボット工学，人工知能，認知科学を

基礎とし，知覚情報基盤・知能ロボット情報基盤の研究開発, 

そしてこれらに基づき, 人間と豊かに関わる人間型ロボットを 

創成する研究に取り組んでいます． 

知覚情報基盤とは，多種のセンサからなるセンサネットワーク

を用いて，そこで活動する人間やロボットの知覚能力を補い，

その活動を支援する情報基盤です．知能ロボット情報基盤とは，

人間と直接相互作用することを通じ，ロボットの持つ多様なモ

ダリティや存在感を活かした情報交換を行う情報基盤です． 

人間と豊かに関わる人間型ロボットの開発は，「人間とは何か」

という基本問題と常に密接な関係を持ちます．そのため，街角

や病院などの実社会の中に実験フィールドを構築し，人と関わ

るロボットの社会実験に積極的に取り組んでいます．ここで研

究成果を実社会で検証し，知的システムを応用した近未来の人

間社会のあるべき姿を常に模索し続けながら研究を進めてい

ます．（石黒研究室ホームページ） 

石黒研究室のロボット演劇のプロジェクトについては、以下のよ

うに説明されている。 
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ロボット演劇

アートとロボティクスの融合がもたらす先進的な芸術作品と社

会実装 

ロボット・アンドロイド演劇では，舞台芸術作品にロボットを

登場させる技術の確立を目指します．一流のアーティストたち

と協働した先進的なアート作品のクリエーションや世界各地

での公演活動を通して，得られる知識は様々な分野へ応用が可

能です．この知識を，先進的な芸術作品の発信や，ロボティク

ス分野はもちろんのこと，ロボットを用いたコミュニケーショ

ン弱者の訓練・支援，日本語教育，学校教育，街全体を演出し

て観光を促進することなど，様々な分野に対して応用し，社会

実装と検証を行います．東京藝術大学を中核とし，大阪大学石

黒研究室やソフトバンク・ロボティクスなど，それぞれの分野

で最高のリソースを持った機関の協力体制の下で進められて

います．（石黒研究室ホームページ） 

 独創的なロボット工学者である石黒は、常に「人とは何か」と

いう根本的な問題を問いながら、人間指向のアンドロイドを用い

た新たな人間調和型のコミュニケーションメディアの実現を目指

しているようである。 

２．３ 演劇×ロボット工学×哲学の挑戦：人間とは何か？ 

ロボット工学者の石黒は、劇作家・演出家の平田と協力して、

ロボット、ジェミノイド、アンドロイドを使って、アートへの挑

戦を始めた。2010 年 9月に、人型ロボット「ジェミノイド F」が

出演する、アンドロイド演劇『さようなら』をあいちトリエンナ 

ーレ 2010 にて世界初演した（画像２）。3 
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画像２：アンドロイド演劇『さようなら』 

あいちトリエンナーレ 2010 パフォーミングアーツ 

平田オリザ＋石黒浩研究室（大阪大学＆ATR 知能ロボティクス研究所）

写真: 南部辰雄、提供：あいちトリエンナーレ実行委員会 

アンドロイド演劇『さようなら』について、石黒は次のように

述べている。 

アンドロイドの研究は，ロボティクスの分野だけではその本質

を掴むことができません．Geminoid や Telenoid は人と関わる 

ことを目的としたロボットであるため，他者との関わり合いの 

中にしか存在し得ないからです．アンドロイドを用いた研究と 

はそもそも人はなぜ存在していると言えるのかといった，哲学 
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的な問いに答えることと似ています．この様な問いに立ち向か 

うためには，工学や科学だけでなく，哲学やアートなどの分野 

からの視点が必要不可欠であると考えています．また逆に，こ 

れまで哲学者やアーティストしか扱うことができなかった問 

題が，アンドロイドにより工学者や科学者にも取り扱うこと

ができるようになる可能性があります． 

現在我々は様々なアーティストや哲学者とのコラボレーシ 

ョンを進めています．例えば，舞台演出家である平田オリザさ 

んの協力の元，世界で初めてアンドロイドを用いた演劇「さよ 

うなら」を上演しました． 

舞台芸術の世界では，Geminoid F は本物の人になることが 

できる可能性があります．なぜなら，人もアンドロイド同様， 

演出家の完全なコントロール下に置かれるからです．演出家に 

よりコントロールされた「さようなら」は，人とアンドロイド 

の区別が無くなり，アンドロイドが血肉を持った人になりうる 

ことを予感させます． 

（石黒特別研究所ホームページ、2016 年 2月講演当時） 

アンドロイドが人間に酷似するだけでなく、ついに生身の人間

そのものになる可能性があるのかはまったくわからない。これに

関連して、石黒は、アンドロイド研究から解き明かす「人間とは

何か」という対談で、義手や義足をつけたスポーツの選手は人間

と見なすのに、アンドロイドが人間ではないと見なされることを

疑問視し、「人間は肉体で定義されるものではない」ので、人間と

アンドロイドの差を議論しても仕方がない時代になることを希望

している（石黒、為末）。アンドロイド演劇では、ロボットの見か

けや動きを人間に近づけていく。すると、人はロボットに「ここ
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ろ」を感じるようになる。『さようなら』では、アンドロイドに「こ

ころ」を感じて涙を流す観客もいるようだ。 

 石黒は次に「意識」の解明をめざしているが、「意識」、「自我」、

「自分」をコンピュータで置き換えることは至難というか、現時

点ではほぼ不可能に近いのかもしれない。とはいえ、「人間とは何

か」という根本的問いに、多領域と関わりながら、アンドロイド

演劇を通して迫る石黒の挑戦は注目に値する。 

２．３．１ ロボット版『森の奥』 

『森の奥』は、平田の「科学シリーズ」の第 1 作『カガクする

ココロ』（1990 年初演）から発展した作品である。『カガクする

ココロ』では、猿を人間へと人工的に進化させる研究プロジェク

トのために集められた諸分野の若手研究者たちと、それを取り巻

く人々が往来する研究室が舞台である。ロボット演劇『森の奥』

では、場所はアフリカのコンゴ、時代は 2030 年に設定されなおさ

れている。この芝居のロボットの登場人物、サル研究者の助手タ

カハシ・イチロウと生化学者（専門は遺伝子）ササキ・ヨシエは、

自分たちには感情はないとか、わかりませんとか言うが、この陰

影のある、「あの」「えー」とかとも言うロボットには感情があり、

人間と対等に対話しているように見えてくるし、ロボットである

ことの悲しみさえ感じさせて観客を感動させる。さらに、このボ

ノボ（コビトチンパンジー）研究の筋書きは、非常に深くて重大

である。人間と類人猿の境界、人間とは何か、人間のためにボノ

ボやその他の動物を利用してよいのか、といった人間中心主義と

生命倫理の問題が批判的に問われるからである。 

　ちなみに、人間-ロボット演劇が日本において世界で最初に上演

された背景には、2.1 で指摘したような事情がある。日本では、
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人間とロボットの関わり方が欧米とは異なり、ロボットに名前を

つけたりする。平田によれば、石黒などは、人間とロボットの境

界が分からなくなっている気配があるそうだ。 

京都大学を拠点とする日本の霊長類研究が世界屈指であること

も重要である。欧米とは異なり、日本では猿の一匹ずつに名前を

つけて、かわいがり研究する。猿と人間の境界は欧米ほど明確で

はないと言われる。（神道では猿が神として祭ってあることが想起

される。対照的に、アメリカでは、SFXを駆使した壮大な宇宙や未

来を描く映画を製作する一方で、いまだにダーウィンの進化論を

受け入れない宗派のキリスト教徒がいることが想起される。） 

２．３．２ アンドロイド版『三人姉妹』 

2012年 10月 20 日（土）-11月 4日（日）吉祥寺シアター 

青年団公演 青年団+大阪大学ロボット演劇プロジェクト ア

ンドロイド版『三人姉妹』

原作：アントン・チェホフ、作・演出：平田オリザ、テクニカ

ル・アドバイザー：石黒浩

チェホフの原作は、帝政末ロシアの地方都市で没落する三姉妹

のさびしい現実を描いた現代演劇の古典だが、平田の翻案では、

時代は近未来、場所は日本の太平洋岸の地方都市である。三姉妹

は、深沢理彩子（長女・高校教師）、高木真理恵（次女・主婦）、

深沢育美（三女）/イクミ（ジェミノイド）の三人。数年前に死ん

だ父親は高名なロボット工学者で、心の病をかかえた三女の育美

を死んだことにして、彼女のジェミノイドを造った。姉たちや弟

は育美が生きていることを知っているが、家族以外の者たちは、

育美は死んだと思っている。父親の教え子の若手研究者（中野ひ

とし）が海外に赴任することになり、今夜は深沢家で送別会をす
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ることになり、居間でさまざまな登場人物の間でたわいもない対

話が繰り広げられていく。その対話から、やがて、実は育美が生

きていること、過去のできごと、人間とは何なのか、人の誕生と

か死とは何なのかが問われてくる。人間とアンドロイドの寂しさ

を描いた名作と言えるだろう。 

なお、この家には、ロボビーR３が演じるムラオカという執事が

いる。車椅子にすわっているジェミノイドのイクミ、人間の育美

に好意を抱いていた中野、ロボットの執事（画像３）。ロボビーは

旧型で、家族にそろそろ処分した方がよいと言われている。 

画像３：アンドロイド版『三人姉妹』、写真：青木司 

２．３．３ アンドロイド版『三人姉妹』結末 

送別会の食事の準備が整った芝居の結末の三姉妹の会話を見て
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おきたい。 

理彩子 本当に、早くそうなるといいんだけど、 

イクミ え？

理彩子 みんな、ロボットがやってくれて、ロボットが考えて

くれて、分からないことなんてなくなって、 

イクミ そうね、

理彩子 だって、たぶん、（中略）労働が尊いなんて、そうして 

おいた方が都合のいい人たちが考えただけのことでし 

ょう。 

イクミ ・・・うん、たぶん、

（中略） 

真理恵 やめてよ、そんな話、ご飯の前に、 

理彩子 あぁ、ゴメンゴメン、 

真理恵 ねぇ、 

イクミ いや、私は食べないから、

真理恵 あぁ、 

イクミ 別に、

真理恵 そうか、 

理彩子 まぁね、 

イクミ 死なないし、

（中略） 

真理恵 行くわよ、 

理彩子 うん。 

・・・

真理恵 食べないと、 

理彩子 うん。 
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・・・

真理恵 食べないと、私たちは。 

理彩子 うん。 

・・・

＊三人とも動かない。 

溶暗。 （『アンドロイド版『三人姉妹』』、pp.64-65.） 

ベケットの『ゴドーを待ちながら』の結末を彷彿させる不可解

だが印象深い幕切れである。人間の育美と同期しているとはいえ

アンドロイドのイクミは、「私は食べないから」とか「死なないし」

とか、自分が人間ではないと発言するのだが、姉二人は、まるで

アンドロイドが人間であるかのようにふるまい続ける。（実在の育

美はひきこもっているが、生きている）。しかし、最後は死なない

し食べないアンドロイドと人間の違いが浮かび上がってもいる。

アンドロイドのイクミは電気さえあれば生き続けられるが、人間

の三姉妹はいずれ死ぬ。さらに重要であるのは、人はアンドロイ

ドに労働も考えることも何もかもまかせた方が幸せなのだろう

か？ アンドロイドに何もかも任せた人間は、自らの存在の意義と

生きる意味を失うのではないか？ 改めて、人間とは何か、何のた

めに生きるのかが問われている。 

２．３．４ 石黒浩と平田オリザのポストパフォーマンストーク 

アンドロイド版『三人姉妹』（2012 年 10 月 20 日、吉祥寺シア

ター）公演後、石黒浩と平田オリザの対談が行われた。

石黒は自分のロボット工学のゴールについて、彼は筑波大学の

山海嘉之教授のような介護（2.1 参照）ではなく、「人とは何か」

を知りたいと述べている。4 
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ロボットをどんどん人らしくしようと思ったら、ロボットの基

本機能だけ作ったってちっとも人らしくない。人間は、どうい

う場面でどう振る舞えばいいのかっていうのを一個一個教え

られて、たとえば日本人らしく振る舞えるようになってるわけ

ですね。ところがロボットの研究者って基本的な機能だけ入れ

たら、あとは勝手に人間らしくなるかもしれない、くらいにい

い加減に思っていて。でも、それではいつまでたってもちっと

も人間らしくない。それで、場面に応じた振る舞い方をきっち

り教えないとだめだって、平田先生に会う前から僕は演劇をや

ってたんです。 

すぐ後に石黒と平田は、共同でロボット演劇プロジェクトに関わ

るようになる。また石黒は自分をモデルにしたアンドロイド（ジ

ェミノイド）を作ってきているが、ある時、講演のダブルブッキ

ングが起こり、彼自身とアンドロイドのどちらがいいか聞くと両

方ともアンドロイドを希望されたとき、もう本人の方はいらなく

なったのかという驚きに続けて、石黒は次のように述べている。 

でもそれが僕にとってはすごく大事なんです。人間との境界が

なくなるっているのが、実社会において人間とは何かってこと

を考えさせる一番のポイントで、それを身をもってやれてる間

はもうちょっとやろうかなと思っています。（石黒、平田．対談、

pp.124-25.） 

石黒の発言に続けて平田が重要な説明を加えているので、やや長

いが引用しておく。 

57



人間とは何かっていうのを、工学的なテクノロジーで人間に近

づいていけば、勝手に人間らしくなると工学者の方たちは思っ

てたんですけれども、石黒先生のコペルニクス的な転回は、私

たちが人間らしいと思うのはどういう要素なのか、あるいはも

う少し突き詰めて言うと、人間を人間たらしめている大きな要

素は社会的な関係にあるので、どんなに自分が人間らしいと思

っていても他人から人間らしいと思われなければそれは人間

らしいと言えないんじゃないか、と考えたこと。だとすれば、

その人間らしさの要素を抽出して組み合わせることによって、

ロボットは人間らしくなっていくんじゃないか、というように

発想が 180 度変わったわけですよね。それを石黒先生は僕が大

阪大学に行くちょっと前から認知心理学の方とかと始めてい

て。僕自身も、リアルな演技というものがあるんじゃなくて、

リアルに見えるということはどういうことなのかってことを

認知心理の方たちと十年以上研究していた上で大阪大学に移

った。それから石黒先生と一緒に研究を始めたので、出会うべ

くして出会ったというか、同じ山を反対側から登っていて、七

合目くらいで出会ったという感じだったんですよね。（石黒、平

田．対談、p.125. 下線は筆者。） 

石黒も平田も「人間とは何か」という根本的疑問に触れているが、

（ロボット）工学、演劇、認知心理学等からのアプローチが論じ

られているだけのようでもある。興味深い対談だが、「人間とは何

か」という問いは依然として謎のままである。謎だが、多様な角

度から貴重なデータや経験知が集積されているという点は重要で

ある。 
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２．３．５ アンドロイドに「こころ」はあるか？ 

 本論で、アンドロイド演劇の公演で観客がアンドロイドに「こ

ころ」があるかのように反応すると述べてきたし、石黒と平田の

対談（2.3.5）では人間の「こころ」は相手との関係の中にあるこ

とが示唆されていた。それでも、「こころ」は特に重大な問題であ

るので、個別のセクションで検討することにする。 

「人間とは何か」をアンドロイド演劇の立場から解明しようと

すると、そこに立ち塞がる壁は人間にはあるとされる「こころ」

（や「意識」）がアンドロイドにはあるのかという疑問である。（そ

もそも、「こころ」とは何なのか、人間に「こころ」はあるのか、

さえも、今日ですら学問的にはよくわかっていないという事実が

あるのだが、ここではアンドロイドにより焦点をあわせる。）この

点を理解するために、アンドロイド版『変身』を見ておきたい。 

 『アンドロイド版「変身」』は、フランス「ノルマンディの秋芸

術祭」委嘱による 2014 年の作品である。カフカの『変身』を翻案

し、ある朝目覚めるとアンドロイドになっていたグレゴワール・

ザムザと周囲の人々の描写をとおして、多様な問題を扱いながら、

「人間とは何か」という根本問題が問われていく。特に、身体が

ロボット化したことで共感や感情が衰退していくと語るグレゴワ

ールと、産業・医療・戦場などロボットが浸透し代行していく局

面が並置されることで、今日の人間が置かれた状況の軋みが惹起

される（『文藝別冊 KAWADE 夢ムック 総特集平田オリザ』、p.253

参照）。家族はアンドロイドに変身してしまったグレゴワールにど

う対応するべきなのか、彼についてどう考えるべきなのかを下宿

人の脳外科研修医二コラ・ダルモンに問いかける。 
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下宿人 脳死を認めなくって、昔のように心臓と肺の停止を死 

 の基準にしてたらですね、それは、機械でいつまでも

動かすことができるようになるわけです。 

（中略） 

妹   それで、ロボットはどうですか？ 

下宿人 え、え？ 

妹   たとえば、何かの事故にあって、頭だけ怪我して、だ

から、脳死ですか？ 脳死して、でも人工知能に付け

替えて、あとの身体は動いていたら、どうですか？ 

下宿人 どうですかと言われても？ 

妹   それは、人間ですか？ 

・・・

母   やっぱり感情があるかどうかとかが問題ですか？ 

下宿人 うーん、いや、 

妹   でも、植物人間に感情はないでしょう。 

母   そうなの？ 

下宿人 いや、まぁ、それもケースバイケースなんですね。ま

ぁ、感情、医学的に言えば意識ですが、意識がある可

能性がある。脳は生きているわけですから。だからこ

そ、植物状態の場合は、安楽死を選ぶかどうかが問題

になるわけです。 

母   じゃあ、どうすれば？ 

下宿人 いや、あの、ですから、どうすればというのは？ 

妹   もし、あの、仮定の話でいいんですが、兄がそういう

状態だったとしたら、さっき話したような、人工知能

で、記憶も、兄の記憶がその中にあって、感情がある

かどうかは分からないんですけど、私たちには、ある
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ように感じられて、 

下宿人 ちょっと待ってください、グレタさんも、このロボッ

トが、お兄さんだと思っているってことですか？

（中略） 

下宿人 ただ、私たち人間が、どこからが人間かを決めること

をしていいのかということです。（平田、『変身』、

pp.24-25.） 

当初は専門家としての自信をもって応答していた脳外科研修医だ

が、アンドロイドに変身した兄や息子をどう考えるべきなのか、

彼にどう対応するべきであるのかに苦悩する妹と母が発する問い

への反応が徐々に曖昧になってくる。医学的に脳死状態の人に意

識があるのかどうかの判断は難しい。つまり、脳医学や脳科学の

立場からも「人間とは何か」を定義することは容易ではないこと

が示唆されている。 

 本論のもとになっている講演は 2016 年 2月に行われたが、2016

年 12 月に出版された池上高志、石黒浩共著『人間と機械のあいだ 

心はどこにあるのか』で、石黒は、平田とアンドロイド演劇を作

った経験に基づいて、「心」についての持論を改めて述べている。

このアンドロイドは、（シリコンの）見かけや表情は人間に酷似

しているが、AI を搭載しているわけではなく、知能を持たず、遠

隔操作されている「単純な仕掛けのアンドロイド」だが、 

それでも僕らがそのアンドロイドに人間と同じ「心」を感じら

れるとすれば、「心」の本質は、人間やロボットの中にではなく、

それを観察して感じる側にあるということになる。すなわち、

「心」とは社会的な相互作用に宿る主観的な現象だということ
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になる。（p.37） 

また、「心」と「意識」に関して、次のように述べている。 

「心」はいわば複雑な人間の脳活動を外から観察したものであ

る。「意識」は脳活動そのものだが、「心」は外から見た「意識

の入れ物」のようなものだろう。（p.54） 

現在は脳科学全盛時代と言われる。人工知能に詳しい哲学者の

黒崎政男は、西洋哲学の系譜ではホッブス（機械論）派に属する

脳科学の面白さと「こわさ」について論じている。黒崎は、90年

代まではコンピュータに「直観」、「ひらめき」などはないとさ

れていたが、脳科学が台頭し、すべては脳の働きで、神経細胞の

反応であるかのような言説が支配的になってきていることへの危

機感をもっている。脳科学者は「こころ」は脳の働き、脳細胞反

応であると言い、ロボット工学者は「こころ」があるかのように

行動するアンドロイドを、近い将来、創ることはできると言うわ

けだが、5「脳とこころは同じではない、こころは科学だけではわ

からない」と指摘し、脳科学中心主義への異議申し立てと身体性

の再評価を主張している（黒崎、特別講演）。 

石黒と黒崎の立場は対照的であるが、ここでは、石黒の「アン

ドロイドと哲学」論を見ておきたい。 

かつて哲学は学問の中心であり、その概念的思考はさまざま

な研究分野を生み出した。しかし、概念的思考だけで人間を理

解することは難しい。そもそも概念的思考を可能にする人間の

「意識」とは何かということが、いまや実際的な問いでもある。
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（中略）論証のみに頼った理解だけでなく、それを現実世界で

実証する手段が求められている。 

そのように考えれば、人間理解に関する研究は今後、アンド

ロイドやロボット研究を中心にして、その周りに、哲学を含む

さまざまな研究分野が配置されていくようにも思えるのであ

る。意識の研究を通して、哲学が科学になる。それが僕が本当

にやりたいことである。(p.80)

石黒の最大の学問的関心は「人間とは何か」という伝統的には哲

学的な問いを新たに明らかにすることであり、実はロボット工学

はその手段であることが想起される。ロボット工学を基盤とする

哲学の科学化、あるいは科学的な哲学に関して、私は本格的に議

論を行うことはできない。率直に言えば、黒崎の脳科学中心主義

批判も石黒の哲学の科学化も重要であると思うが、アンドロイド

演劇研究の立場からは石黒の考えにより注目せざるをえない。 

３ まとめ 

 演劇とテクノジーをテーマとしてアンドロイド演劇について論

じてきた。比較文化の視点から明らかにされた日本人とロボット

やアンドロイドの親密な関係は興味深いものであった。これをひ

とつの背景として、私たちは世界屈指のロボット工学者である石

黒浩と劇作家・演出家の平田オリザが協力して作ったアンドロイ

ド演劇を見ることができる。演劇とテクノロジーの新たなかかわ

り方に注目しながら浮かびあがってきたのは、「人間とは何か」と

いう根本的問いへの新たなアプローチであった。個人的に言えば、

アンドロイド演劇の考察は、2016 年 2 月の講演の最初と最後で示

唆した新しい研究を構想する契機のひとつとなった。2017年―
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2019 年度の科研「世界シェイクスピア上演への認知的アプローチ

の意義と可能性」である（2020 年 3月終了予定）。6  テクノロジー

は超速で発展しており、課題も多いが、今後のアンドロイド演劇

の発展に期待したい。 

４ 2016 年 3月から 2020 年  2 月までの新たな展開 

「石黒共生ヒューマンロボットインタラクションプロジェク

ト」（科学技術振興機構・戦略的創造研究推進事業、2014年7月～

2020年3月）では、「実社会において人間と親和的に関わり、人間

と共生するための自律型ロボットの実現」を目指して、多様な汎

用的ロボット・アンドロイドを開発してきている。石黒は舞台で

俳優と相互作用する様子を観客に見られる存在としてのアンドロ

イドから、実社会で人間と直接相互作用するアンドロイドの開発

により積極的になっているが、演劇・パフォーミング・アーツ研

究の立場から注目される実験も継続している。人工生命研究を専

門とする東京大学教授・池上高志と共同で作られ、固定された状

態で動作を続けながら、内部のセンサーで見物人の行動を学習し

ているオルタ（外見は顔の部分はシリコンがかぶせられている

が、頭部から上半身部は機械がむきだしのままとなっている「機

械人間」）の展示（日本科学未来館、2016年、これから派生したオ

ルタ３はオーケストラの指揮で有名）では、オルタに「生命」か

「人間らしさ」を感じた見物人がいたのかもしれない（池上、石

黒、pp.82-168, 249-252）。 

アンドロイド演劇の立場から最も注目されるのは、夏目漱石ア

ンドロイドの制作である。このアンドロイドを使って上演された

『手紙』は、平田のアンドロイド演劇第 6 作となる。元来は、漱

石が一時期在籍していたことがある二松学舎大学が石黒研究室と
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共同して、漱石をアンドロイドとして再現したものである。これ

に関して、2018 年 8月 26 日に『手紙』の上演後、石黒、平田、漱

石の孫で漱石アンドロイドの声を提供している学習院大学教授・

夏目房之介等が参加して、「誰が漱石を甦らせる権利をもつのか？ 

偉人アンドロイド基本原理を考える」というシンポジウムが二松

学舎大学で開催された（当日の議論については、漱石アンドロイ

ド共同研究プロジェクト編を参照されたい）。誰が漱石を甦らせ

る権利をもつのか、漱石アンドロイドにこころや魂はあるのか、

アンドロイドに権利はあるのか、それは誰が行使するのか等、法

律を含めて多様な立場からの検討が必要である。漱石アンドロイ

ドの声を提供した孫が、漱石は偶像視されることを願っていなか 

ったと漱石アンドロイドプロジェクトに疑義を唱えているが、偶

像化や偉人化の問題はここでは論じない。偉人アンドロイド原則

はガイドラインとして提案されており、関係者は「偉人」や著名

人でない人はアンドロイドになる権利がないとは思っていない。

　漱石アンドロイドプロジェクトの場合、人間とは何かを考える

こと、個人として生き、死によって限界づけられている人間観を

見直すことが計画されている点が重要である。これまで人間は死

ぬべきものであると考えられてきた。しかし、一般の人が想像す

るような人間の脳に匹敵するコンピュータを搭載した完璧なアン

ドロイドが作られるのは遠い将来であるとしても、漱石アンドロ

イド程度のものでも社会的人格を得て永遠に生きることができる

のかもしれないとすれば、そしてアンドロイドを人として扱うべ

きだとすれば、「人間とは何か」という問いへの答えも見直さざ

るをえなくなるだろう。 

 これまでアンドロイド演劇を追究してきた私の主要な発見は、

「私」という人間の存在自体が変化していることである。成長や
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老化という生物学的変化のことではない。私の身体には人造臓器、

義手義足、スウェーデン・ドイツ・アメリカなどでは実現してい

る鍵・クレジットカード・電車のチケットとして利用されている

体内埋め込み型マイクロチップが組み込まれたり埋め込められた

りはしていない。しかし、インターネット、AI, IoT 等が浸透拡散

する現代日本に生きている私にとって、パソコンやスマフォのな

い生活は考えられない。テクノロジーは、便利な道具というだけ

ではなく、「私」という存在の不可欠の一部になっているように感

じられる。例えば、私が文章を書くということはキーボードから

文字を入力するということであり、もはや手書きで文字をきれい

に書くことが非常に難しくなっている。私の記憶や思考も私の脳

内にあると同時にパソコンの CPU とメモリーやクラウドの中にあ

るように感じられる。「私」という人間、生命、意識を存在させて

いるものに、ほぼ確実に、テクノロジーが関わっているのだ。現

代の先進国の人間は、労働を機械で置き換えるだけでなく、機械

を身体化していると言ってもよい。私たちは、古代哲学から近代

諸科学までが観察し考察してきた人間とは違っているのではない

か？ これは非常に重大な気づきであろう。そして、テクノロジ

ーによって人間が変わるように、テクノロジーを駆使したアンド

ロイド演劇もまた変わっていく。この変化を注視したい。

もちろん、テクノロジーの超速の進歩やテクノロジーとの共生

社会を楽観視してばかりはいられない。『ホモ・デウス』の作者ハ

ラリは、現代のデータ至上主義に対峙して、人間がテクノロジー

との闘いに負けないために求められるものは、人間の知能よりも

意識であると指摘している（下巻、pp.209-46）。「意識」が何であ

るのかよくわからないとしても、おそらくハラリの考えは正しい

だろう。とはいえ、私見では、例えば、日本の英文学会の現状を
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見る限り、テクノロジーによる侵略を恐れるよりも、テクノロジ 

ーやディジタル・ヒューマニティーズの導入の遅れを憂慮した方

がよい段階にとどまっていると言わざるをえない(浜名、「ディジ

タル・ヒューマニティーズの本格的導入の提案」、PMLA , 2020年 1

月号参照)。 

平田の方は、主宰する青年団の新たな本拠地を東京の駒場アゴ

ラ劇場から兵庫県豊岡市日高町に江原河畔劇場(Ebara Riverside 

Theatre、2020 年 4 月本格開館予定)に活動拠点を移し、兵庫県が

豊岡市に設立を進めている国際観光芸術専門職大学（仮称、2021

年 4 月開学予定）の学長候補者ともなっている。一方で、相変わ

らず精力的に日本各地と世界各地を飛び回って演劇の上演や教育

活動を続けている。アンドロイド演劇については今後も作る予定

だが、石黒が多忙を極めていることもあり、頼んである新しいア

ンドロイドがなかなか届かないようだ。しかし、兵庫県の新たな

活動拠点は石黒のいる大阪大学に近いので、以前より協同作業が

しやすい環境になるとのことなので、7 アンドロイド演劇の新作の

上演が待たれる。 

注 

1 “What’s the Right Thing to Do About English Studies in the Age of Global English?: 

Performing Japanese Plays in English”では、平田の「科学シリーズ」と言われる

『カガクするココロ（The Scientifically Minded）』、『北限の猿』、『バ

ルカン動物園』の中から第一作『カガクするココロ』（1990 年初演）につい

て論じた(pp.32-35)。「科学シリーズ」は「人間とは何か」をめぐる連作で

あり、やがてロボット演劇やアンドロイド演劇プロジェクトへと発展してい

く。『文化と文化をつなぐ』では、『ソウル市民三部作』（日本語版、韓国

語版、フランス語版）について「移動(translation, migration, mobility)」 
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の観点から論じた（pp.190-96）。 

2 私が1990年代に東京大学教養学部で英語の非常勤講師をしていたときに理

II 類の多数の男子学生の中に本当に少ない女子学生がいて、彼女がドラえも

んのファンで工学を目指したと楽しそうに述べていたことが忘れられない。 

3 最新公演は、2020 年 2 月 22 日（土）- 2 月 23 日（日）に仙台の宮城野区

文化センター・パトナシアターで行われた。浜通り舞台芸術祭 2020 プレ企

画、青年団＋東京藝術大学＋大阪大学ロボット演劇プロジェクト、アンドロ

イド演劇『さようなら』、作 ・ 演 出 ：  平 田 オ リ  ザ  、 テ ク ニ カ ル

ア ド バ イ ザ ー ： 石 黒 浩 （ 大 阪 大 学 ＆ ATR 石 黒 浩 特 別 研 究

所 ）。 なお、このアンドロイドはあいちトリエンナーレ 2010 年版ではな

く、「藝大オリジナルアンドロイド」であった。 

4当日の対談の後半で、劇場の観客席からの質問を求められ、私は「筑波大学

の教員です。筑波大学のロボット工学の先生は介護用のロボットスーツを開

発されているのですが、石黒先生が目指しているロボット工学のゴールは何

ですか」という質問をした。私はその答えはよく知っていたが、ご本人から

直接聞きたかったのである。私の質問は編集されて短くなっているが、平田

オリザ特集号に収録されているし、DVD の特典ディスクにも収録されている。

私の質問をきっかけに石黒氏が持論を改めて展開している。 

5 石黒はアンドロイド開発の現実を直視している。一般の人がもつ「アンド

ロイドは姿形だけでなく、人間の脳に相当するコンピュータまでも、人間の

脳と同じようになるという期待」に関して、次のように述べている。この期

待が「実現できるかどうかは未だ明らかではありません。今のコンピュータ

やロボット技術の開発速度を鑑みれば、千年も経てば十分に可能に思われま

すが、この十年や二十年で可能であるとは思えません。ただ仮にそれが可能

だとするなら、人間は生身の体を捨て、死んで朽ち果てることのないアンド

ロイドの体と脳を用いて永遠にいきることができるのでないかと、人々は想

像しているのです。」（漱石アンドロイド共同研究プロジェクト編、pp．115-
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16）

6 当該科研の主要成果と言える英語論文は 2020 年度に海外の学術誌に掲載

予定である（ “A Cognitive Approach to Shakespearean Plays in Immersive 

Theatre”）。 
7 2020年2月6日（木）に吉祥寺シアターで青年団『東京ノート インターナシ

ョナル版』上演後に行われたポストパフォーマンストークにおいて、私が平

田に質問して確認した内容である。
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