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概要

◆ 「見る」ということから2.5次元舞台について考え
る

それを通して

◆ 「“推し”キャラクターを見つくそうとするがそれが
できず、しかしだからこそキャラクターの生きる場
に居合わせていると感じる」という経験を、2.5次
元舞台ならではの特徴と捉えてみたい
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スライドの一部は下記講演にて使用したものです：
筒井晴香「「2.5次元」をジェンダーの観点から考える― 相関図消費、「イケメ
ン」の身体、客席の「女」たち」、成城大学グローカル研究センター研究会、
2019年3月8日
https://drive.google.com/open?id=1rOa0VGKd1pYumNxYyhoOkbrmvvAOzuH1

https://drive.google.com/open?id=1rOa0VGKd1pYumNxYyhoOkbrmvvAOzuH1


1. 2.5次元舞台を「見る」こと
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◆ メディアミックスにおける1メディアとしての「2.5
次元舞台」の特徴を「見る」ことから考えてみる

◆ マンガ・アニメと舞台のメディアとしての特徴の違
いのひとつに「見え方」がある

➢ マンガ・アニメの場合、作品内の出来事が描かれる際のパー
スペクティブは決まっており、鑑賞者が意図的に変えること
はできない

➢ これに比べ、舞台鑑賞においては「見え方」を選ぶことがあ
る程度可能である

◆ 「見え方」を選ぶ舞台鑑賞の具体例として「多ス
テ」「定点」に注目してみる
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2.5次元舞台上のビジーさ

◆ 2.5次元舞台においてはしばしば、多数のキャラク
ターによる同時多発的やり取りが見られる

◆ 典型例：ミュージカル『テニスの王子様』（『テニ
ミュ』）における「ベンチワーク」（試合シーン中
のベンチでのアドリブ芝居）
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ベンチにいるのは全員、プロフィールのあ
るキャラクター（ほぼ全員に個人グッズが
ある）であり、試合展開への反応を中心に
芝居をしている



2.5次元舞台上のビジーさ

◆ 『テニミュ』における「ベンチワーク」

➢ 「試合をしていないキャラクターの、試合中の振舞い」を見
ることができる→マンガ・アニメでは描かれていないが、実
はこうだったかもしれない…という二次創作的な楽しみ方が
可能
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「定点」という見方

双眼鏡を用いて「推し」キャラクターの姿を注視する見方
（「定点」）
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〔例：ミュージカル『テニスの王子様』〕
〔試合中…試合をしている「推し」を注視〕
〔試合をしていない時…ベンチで試合を見ている
「推し」を注視〕



「多ステ」「定点」の経験

◆ 同一公演の複数回の観劇（「多ステ」）において
「推し」キャラクターを双眼鏡で「定点」鑑賞した
発表者自身の経験からの気づき

➢ 2017年、『テニミュ』同一公演延べ十数回

◆ 「見える」自由さの感覚

➢ 「双眼鏡を向ける」という行為によって、情報量の多い舞台
上から、自分が見たいものを好きに選びとることができる

➢ 見える「推し」の姿

• ベンチでユニフォームを畳んでいる、試合を見ながら自分
の靴下をいじっている、仲間とじゃれ合っている…

• 試合中の表情、フォーム、汗…

→原作のマンガやアニメ版では描かれていないが、「確かにこ
の時こうしていたかもしれない」と思わせる細部
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「多ステ」「定点」の経験

◆ 「見えない」ものへの気づき

➢ 「推し」を注視することは他の舞台上の膨大な部分を見ない
という決断を含む

• ベンチを見ていたのでほとんど見られなかった試合の存在

➢ 鑑賞後、Twitter上にファンによる多数のレポート

• 見逃していた・気づかなかった「推し」の振舞いも

• 「必死に追いかけていたはずなのに、自分はいったい何を
見ていたのか」
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「多ステ」「定点」の経験

◆ 「見ようとする」動機づけ（「推す」態度）と、
「見ることができる」自由（「多ステ」「定点」）
を得ることで、逆説的に膨大なものが「見えない
（見つくせない）」ことに気づき、さらに「見よう
とする」ことを際限なく動機づけられる
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「推す」態度を持って2.5次元舞台を「見
る」

◆ 舞台というメディア特有の「見え」の複数性

➢ 焦点化の仕方（肉眼／双眼鏡）、公演日、座席位置…

➢ 同じ作品・キャラクターの異なる「見え」を鑑賞できる

◆ 「推す」態度は、舞台の「見え」の複数性に能動的
に楽しみを見出す契機となる

➢ 「推す」→余すところなく「見ようとする」

➢ 差異や細部を積極的に見出そうとする探求的な鑑賞態度へ
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2. 
二次創作的楽しみと2.5次元舞台
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◆ 「多ステ」「定点」のような探求的な鑑賞は、2.5
次元舞台以外の舞台やアイドルライブなどでも、
「推し」のいるファンにはよく見られるが…

◆ 『テニミュ』に代表されるような2.5次元舞台は、
その作りからして、描かれていない余白をあえて探
求するような楽しみ方を含みこんだものと考えられ
る
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『テニミュ』の発想

◆ 片岡義朗（アニメ・舞台プロデューサー、『テニミュ』等を手掛け2.5次
元舞台ジャンルを開拓）とやまだないと（マンガ家、2.5次元舞台ファ
ン）による対談から

片岡の談

「これは俺が見てた、私が見てたマンガやアニメと同じ世界で表現をしてく
れてるんだ、とファンが思えるような、僕の中では作り手の中にそれがある
かないかが、いちばん大事なんです」（片岡・やまだ2016, p. 77）

「「マンガから出てきたような」っていうのはまさしく、容姿だけじゃない。
これはもともと、絵で描かれている2次元のものが、それぞれの受け手の人の
頭の中で立体化されて生きているからこそ感じることなんですね〔中略〕僕
たちが見せたかったのはそれなんですよ。空想の世界が現実に現れる。大好
きなキャラが汗をかき、涙を流して実在する。その楽しさ」（ibid., p. 78）

やまだの談

「2.5次元ミュージカルの話になったとき、なぜかファンがオタクだってこと
に言及されないんですよね。マンガ・アニメの大切な要素じゃないですか、
オタクが共有するって」（ibid., p. 81）
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筒井晴香（2019年3月）「「2.5次元」をジェンダーの観点から考える」より



マンガ・アニメを見るように舞台を見る

◆ 『テニミュ』はその出発点において、舞台ファンよ
りもマンガ・アニメファン（「オタク」）を楽しま
せることを想定して作られた

◆ マンガ・アニメの世界や、「大好きなキャラ」を目
当てに劇場へ来る観客は、『テニミュ』をどのよう
に鑑賞するのか

→マンガ・アニメの（女性）ファンダムに既に醸成し
ている解釈のモードを舞台作品や舞台上のキャラク
ターに向けるのが、おそらくもっとも一般的なあり方
のひとつ
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筒井晴香（2019年3月）「「2.5次元」をジェンダーの観点から考える」より（強調は
引用者）



解釈のモード①：キャラクター二次創作

◆ キャラクターの自律化（東浩紀2007）
➢ キャラクターが本来の物語とは異なる物語の中でも同じ人物として
描かれ続ける（自律化）…「二次創作」に典型的

➢ 「消費者によって、物語よりもキャラクターのほうが基礎的な単位
として想像されている」（東浩紀2007, p. 39, 原著の強調は傍点）

➢ 制作者も「物語が要求する人物像の構築以前に、キャラクターの類
型の流行を分析」（ibid., p. 40）

➢ 「データベース消費」（東浩紀2001）…消費の対象は物語ではなく、
キャラクターを構成する「萌え要素」のデータベース

◆ キャラ／キャラクター（伊藤2005/2014）
➢ テクストから自律的に、複数のテクストを横断して同一のものとし
て存在しうる「キャラ」

◆ キャラクターが特定の物語に縛られず、二次創作的に物語
が増殖していく…2.5次元舞台の原作である「マンガ・アニ
メ・ゲーム等」の特徴であり、2.5次元舞台もそのようにし
て展開されたものの一環とみることができる
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筒井晴香（2019年3月）「「2.5次元」をジェンダーの観点から考える」より（強調は
引用者）



◆ 細部に注目したり、描かれていない部分について二
次創作的な想像力を働かせるといった鑑賞は、基本
的にどんな作品に対しても可能だが、

◆ 2.5次元舞台の場合は、そのような鑑賞をあらかじ
め想定して見ようとすれば見えてくるような仕方で
細部を用意し、余白を埋めてある

◆ しかもスタティックな仕方ではなく、日々変化する
生身の役者によって

➢ 『テニミュ』はじめ2.5次元舞台の典型的なスタイルは、色の
ついていない新人キャストの成長を利用してキャラクターの
表現に厚みを増すこと（岩下2015; 筒井2015）
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『テニミュ』を継続的に鑑賞することは、公演ごとに役
者が成長し、役へと重なり合ってゆこうとする様を見守
ることでもある。そして役になろうとする役者の姿は、
結果的に舞台上に原作とは異なるキャラクターのイメー
ジを立ち上げてゆく。役者の成長や苦労が重ね合わされ
ることで、キャラクターの成長も観客に強く印象づけら
れることになるのだ。2.5次元の舞台においては、確立さ
れた原作キャラクターの強固なイメージを体現すること
よりも、それを体現しようとすること、役者が役になろ
うとすることこそが、そのメカニズムにおいて重要であ
り、それを見つめる視線のもとに「＋0.5」の厚みをもっ
たキャラクターが立ち上がるのだ。（岩下2015, p. 121）
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小括：2.5次元舞台の特徴

◆ メディアミックス内のメディアの一つとしての2.5
次元舞台の特徴（マンガ・アニメと比べて）

➢ 視線の自由さ

➢ 視線（視角、焦点、ズーム…）を変化させることによる探索
可能性

◆ 他の舞台作品と比べたときのジャンルとしての2.5
次元舞台の特徴

➢ 原作を参照しつつそこで描かれていない余白の部分に関心を
向ける二次創作的鑑賞を想定し、鑑賞者が探索すれば見出し
うる細部をふんだんに用意しておく

➢ 舞台メディアの特徴としての視線の自由さと、観客の関心
（「推す」）のありようによって可能となる

➢ 演者の成長が、キャラクターのデータの豊かで動的な産出源
となる
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3. 「見えない」2.5次元
～『舞台版PSYCHO-PASS サイコパス Chapter1―犯罪係数―』
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『舞台版 PSYCHO-PASSサイコパス
Chapter1―犯罪係数―』（2019年上演）

◆ アニメ『PSYCHO-PASS サイコパス』第1期（2012-13
年）の舞台化

◆ 特徴的な演出：

旋回する巨大なセットが舞台の中央を占め、観客の視
線を遮蔽する

➢ 劇場内のどの位置に座っても、舞台上の出来事や舞台奥のモ
ニターが完全には見えない

➢ 演出・三浦香（2017年より『テニミュ』演出補佐）

自身のオリジナル舞台シリーズ『LikeA』（2018年～）における
演出を踏襲
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◆ 遮蔽する壁の役割を果たしているのが、すりガラス
のはめ込まれたステンドグラスのような板であり、
そこに描かれているのは、作中の管理社会を象徴す
る公安警察の銃「ドミネーター」

➢ 作中の世界では市民一人一人に「犯罪係数」という数値が付
与され、それが一定の閾値を超えると、犯罪行為を実際に
行っていなくとも「潜在犯」として隔離・排除の対象となる

→一見、平和で安全な世界だが、厳しい管理・統制が見えないと
ころで行われている

舞台上で起きていることが「ドミネーター」によって
隠され、見えない…この経験自体が作品の世界観（管理
社会SF）の表現
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◆ 上演劇場・品川ステラボール

➢ 横に広い構造をしており、見切れがシビア

◆ ステラボールでの上演に際して、この見切れの問題
がひとつの課題となったことが、三浦の個人ブログ
において語られている
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我々が挑んだステラという場所はライブハウス仕様ですから
どうしても見切れは発生するわけで、それに対してどう戦うのかも
考え続けた３ヶ月なんですけど
アニメ自体が見切れていると言えばいいのでしょうか。
敢えての陰感だったり、私はそんなことがあってもいいのかなと挑戦しました。
人間の全てが見えるわけじゃないと思っています。
それをアニメが見事に捉えているような。
誰かが大事なことをしゃべっていると天井だけが映し出されるような
そんな世界観が舞台にもあっていいのではないか・・・って感じたんです。

批判もあると思っていましたし。
でも、これはですね、PSYCHO-PASSが・・・ということではなくて
もしセットを何も建てなくても見切れは発生するということなのです。
しかし、言い訳にはならないと思うので
見切れってことに対して私たちはもっと考えなければならないとも思ったので
す。

（三浦2019、強調は引用者）



2.5次元舞台としての『PSYCHO-PASS
Chapter1』

◆ 「見えない」というストレスのかかる経験自体が、舞台とい
うメディアを用いた、作品世界の表現になっている

◆ 他方で、そのストレスは、普段2.5次元舞台において何が「見
られ」、何が求められているか――見ようとすればそれだけ
見られる細部が備えられていること――の逆照射ともなって
いる

◆ 複数回、異なる視点や焦点化を通して、能動的に見つくそう
とする（「推す」）鑑賞を、

半ば呼び込み（別の角度から見れば見えるかもしれないという期
待を抱かせ）

半ば裏切る（実際のところ、どこから見ても全ては見えない）

ような作り
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4. 2.5次元的経験としての「見つ
くせなさ」
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◆ 2.5次元舞台の鑑賞経験はしばしば「キャラクター
がそこにいる」かのようだと語られる

◆ この実在感にとって、2.5次元舞台の「見つくせな
さ」が鍵となっているのではないか

◆ 「推す」態度と、過剰なほどに豊富な情報量を備え
て現れた作品世界との相互作用によって可能になる
「見ようとするが、見つくせない」経験、しかしそ
の余剰があるからこそ「見えていないものがまだあ
る」「もっと見ようとすれば、見えてくるかもしれ
ない」と感じる経験
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補：『新テニミュ』
～「見える」ものは変わったか
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ミュージカル「『新テニスの王子様』
The First Stage」（2020-21年上演）

◆ 2020年『テニミュ』3rdシーズン完結後、『テニス
の王子様』の続編『新テニスの王子様』が初めて舞
台化される

◆ 『テニスの王子様』のキャラクターたちが日本代表
合宿に参加し、高校生と競い合う

◆ 基本的には『テニミュ』のスタイルを踏襲している
が…
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『新テニミュ』における変化
新規原作、新規楽曲、セット・ライティングの微妙な変更に
加え…

◆ キャリアのある俳優のキャスティング
➢ グランドミュージカル経験者

➢ 2.5次元舞台経験者

◆ アンサンブルキャスト（「テニミュボーイズ」）
➢ モブキャラクター、および複数のキャラクターを演じる

（キャラクターによっては、ベンチワークシーンがない）

→従来型の『テニミュ』の仕掛けを破る変更

新人キャストの成長をキャラクターと重ね合わせるような旧
『テニミュ』的楽しみはなくなったのか？

『新テニミュ』は既存の『テニミュ』論に（どう）修正を迫
るか？
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『新テニミュ』で「見える」もの

◆ 『新テニミュ』ならではの楽しみ

①キャリア豊富な俳優による『テニミュ』の表現

例：鬼十次郎（演：岡本悠紀）の試合・歌唱、中河内外道
（演：チャンへ）のロボットダンス的な動きを取り入れた試合

…歴史を重ね、すでに型ができている『テニミュ』ら
しい表現（テニスの振付、曲調）が過去にない高い精
度でパフォーマンスされること自体の楽しさ

『テニミュ』自体が、『テニスの王子様』の単なる一
媒体という域を超えて享受の対象となっている

『テニミュ』自体が、精細に「見える」
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『新テニミュ』で「見える」もの

◆ 『新テニミュ』ならではの楽しみ

②キャスト間の対比

高校生・コーチはキャリア豊富なキャスト中心なのに対し、中
学生は『テニミュ』らしくフレッシュなキャスティング

→パフォーマンスの技量がテニスの強さの表現となっているのと
同時に、旧『テニミュ』的な成長を見る楽しみも際立つ

①②が結実したのが、本作のクライマックスである第
2幕・シングルス1 入江奏多VS跡部景吾戦
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『新テニミュ』で「見える」もの

◆ 第2幕、シングルス1 入江奏多VS跡部景吾戦
東京凱旋公演より入江奏多を演じた相葉裕樹は1stシーズン『テニ
ミュ』出演、現在はグランドミュージカルで活躍

跡部景吾を演じた高橋怜也は初舞台

跡部は実力ある花形選手だが、この試合では過去にないほど弱さ・
脆さを前面に出した姿が描かれる

試合中楽曲の跡部ソロパート歌詞より（書き起こしは発表者によ
る）

「無数の傷をまともに喰らい 死しては何度も生き返る」

（地を這いながら）「とうとう辿り着いたよ ここまで

見ろ これが本当の俺の姿なのさ 全てを投げ出し丸裸の俺

どこにも死角はないはずだ ぶつかってこい」

旧『テニミュ』のスタイルと『テニミュ』自体の歴史・文
脈を生かしつつ新要素を加えたことが、跡部という馴染み
のキャラクターの表現を深める形に結実
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