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4IPLP��おはようございます。松本 Shoko と申します。照明をずっとやっているので、照明のショー子と呼ば
れております。吉井さんはですね、1954 年に照明を始めて、私が生まれた年と同じなんですが、とい
うことは 64 年間照明をやられてこられて、今までに 1500 本のデザインをされてこられました。私は
そのうち１％くらいの作品に関わらせて頂きました。本当に照明界のレジェンドであります。吉井さん
今日はよろしくお願い致します。

൷ॷ� いやあ、こちらこそよろしくお願いします。いやあ、こちらこそよろしくお願いします。
4IPLP��今日は沢山のこれから照明を始めようという若い方達、それから照明関係の会社の方達、劇場の方達。

それから全国から、東京から富山から、吉井さんと一緒にお仕事されたオペレーターの方達が来ており
ます。大変貴重な時間だと思います。沢山お話を伺ってゆきたいと思いますので、よろしくお願い致し
ます。
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１. 著書『照明家人生』（あかりやじんせい ) について

4IPLP��まずですね。この御本あかりやじんせい（照明家人生）照明家と書いてあかりやと読むのを多分知らな
い方もいらっしゃると思うのですが。

൷ॷ� なるほど。なるほど。
4IPLP��これは昨年の 11 月（2018 年）に出版されまして、大変売

れ行きが良くて今（2019 年４月 18 日現在）出版元の方に
はもうございません！アマゾンの方にはまだ少しあるよう
ですが。私は照明を 40 年くらい前からやっているのです
けど、あかりやという言葉に良い印象が全くない世代なの
です。なぜか私が仕事を始めた頃は舞台の上で舞台さんと
照明さんが喧嘩をしていて、喧嘩をしたいが為にこの仕事
してるんじゃないかというくらい喧嘩していて。私なんて
「あかりや～どけ～！」などといつも怒鳴られていたとい
う印象なんですけど。吉井さんがあかりやとわざわざこの
御本の（題名）にお付けになった理由を最初にお聞きした
いのですが。

൷ॷ� 僕等の時代は電気屋だったんですよ。僕等の時代は電気屋だったんですよ。
4IPLP�電気屋さん？はい？
൷ॷ�   「おい電気屋～！」それがだから、「あかりや」になったっ「おい電気屋～！」それがだから、「あかりや」になったっ

ていうのは、それだけで大変なステップアップなんですよ。ていうのは、それだけで大変なステップアップなんですよ。
4IPLP� （笑）あーそうなんですか？
൷ॷ� �僕はね。この本を書いた時に、照明家、あかりやっていう言葉をね、なんとか本屋に陳列したかったん僕はね。この本を書いた時に、照明家、あかりやっていう言葉をね、なんとか本屋に陳列したかったん

です。言葉自体を。…っていうのは、みんな知らないわけじゃないですか、照明家、語学では。だからです。言葉自体を。…っていうのは、みんな知らないわけじゃないですか、照明家、語学では。だから
この言葉をやっぱり本に出してみたい、と思ったこの言葉をやっぱり本に出してみたい、と思った
のが、それが一番大きな理由。それからもうひとのが、それが一番大きな理由。それからもうひと
つは僕、随分いろんなことをやってきて、まあ良つは僕、随分いろんなことをやってきて、まあ良
かった事もあり、悪かった事もあるんですけどもかった事もあり、悪かった事もあるんですけども
、それをやっぱり若い人たちに知って欲しかった。、それをやっぱり若い人たちに知って欲しかった。
僕がやってきた仕事、ああ、これはいいとか、あ、僕がやってきた仕事、ああ、これはいいとか、あ、
これは良くないとか、そういうふうに読んで頂いこれは良くないとか、そういうふうに読んで頂い
て、何かを得るのが大事なんだ。そんな風に思って、何かを得るのが大事なんだ。そんな風に思っ
たのが一番大きいですね。たのが一番大きいですね。

4IPLP� あかりやという言葉に何かすごく（こだわりが）？
൷ॷ� �それはね、複雑な気持ちですね。ま、ひとつはやっぱり「電気屋」から「あかりや」にやっとなったっそれはね、複雑な気持ちですね。ま、ひとつはやっぱり「電気屋」から「あかりや」にやっとなったっ

て事がある。それから、さらに照明家って言葉が、つまり世の中には定着していない。だから「照明家て事がある。それから、さらに照明家って言葉が、つまり世の中には定着していない。だから「照明家
」っていう言葉を、やっぱりまず出したかった。だけど「僕は『あかりや』だよ」って言う。複雑な心」っていう言葉を、やっぱりまず出したかった。だけど「僕は『あかりや』だよ」って言う。複雑な心
境なんです。境なんです。

4IPLP��私にとっては意外だったんですよね。あかりや人生って本の題名をつけられたのが。
൷ॷ   自嘲が半分あるかもしれない。自ら嘲る、という。（笑）自嘲が半分あるかもしれない。自ら嘲る、という。（笑）
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２. 九州にまつわる話  ～ハウステンボスのオープニング～

4IPLP��本当に良く福岡に来ていただきました。
൷ॷ�   ありがとう。呼んで頂いて。ありがとう。呼んで頂いて。
4IPLP��九州でも沢山お仕事されているんですが . 博多座はもちろん、それからハウステンボスのオープニング

それから井上陽水さん、福岡市の飯塚の出身なんですけど。陽水さんのコンサートもずっと吉井さんが
デザインなされて来て。

൷ॷ�   そうですね、何回か陽水はやって。そうですね、何回か陽水はやって。
4IPLP��ちょっと九州のお仕事についてお話を。
൷ॷ�   実はハウステンボスについてはこの本で全然書いてないの。実はハウステンボスについてはこの本で全然書いてないの。
4IPLP��書いてない…….( 笑 )
൷ॷ�   （笑）だけど、ハウステンボスっていうのは、創業者の神近（かみちか）さんっていう、神様の神に近（笑）だけど、ハウステンボスっていうのは、創業者の神近（かみちか）さんっていう、神様の神に近

いって書くんですけども、（※神近義邦かみちかよしくに）この方が大変な傑物で、僕はその神近さんいって書くんですけども、（※神近義邦かみちかよしくに）この方が大変な傑物で、僕はその神近さん
が、NHKの有名な、プロデューサーやっていた吉田直哉（よしだなおや）さん、その人が神近さんのが、NHKの有名な、プロデューサーやっていた吉田直哉（よしだなおや）さん、その人が神近さんの
信頼を得て、そのハウステンボスのオープニングのいろんなプロダクション。信頼を得て、そのハウステンボスのオープニングのいろんなプロダクション。

4IPLP��プロジェクトマネージ
ャーみたいな？

൷ॷ�   ええ。（を）ほとんどやええ。（を）ほとんどや
っていて、その吉田直っていて、その吉田直
哉さんから、（僕に）話哉さんから、（僕に）話
が来たんですね。それが来たんですね。それ
で冨田勲（とみたいさで冨田勲（とみたいさ
お）と一緒にハウステお）と一緒にハウステ
ンボスのオープニングンボスのオープニング
に、ハーバーの港の空に、ハーバーの港の空
中で照明の、あの…。中で照明の、あの…。

4IPLP� 照明ショー？ライティ
ングショー？

൷ॷ�   照明というか、ページ照明というか、ページ
ェントっていうか。そェントっていうか。そ
れをやってくれと、いうことがあって。それでテンボスがオープンしたのが、4月か 5月だと思うんでれをやってくれと、いうことがあって。それでテンボスがオープンしたのが、4月か 5月だと思うんで
すけど。その前の 2月の寒い…九州って意外と寒いんですね。それで夜にやるショーですから、昼間にすけど。その前の 2月の寒い…九州って意外と寒いんですね。それで夜にやるショーですから、昼間に
（明り合わせが）できないんですよ。（明り合わせが）できないんですよ。

4IPLP��暗くなるのを待って…
൷ॷ�   真っ暗になるのを。夜中の、だから…意外とね、陽がなかなか落ちなくて、夜 7時くらいから朝 4時真っ暗になるのを。夜中の、だから…意外とね、陽がなかなか落ちなくて、夜 7時くらいから朝 4時

まで。まで。
4IPLP� 朝 4時まで！
൷ॷ� �ほぼ１ヶ月やったんです。それで一番心配だったのがそのコンピューターの打ち込みで（調光卓への）。ほぼ１ヶ月やったんです。それで一番心配だったのがそのコンピューターの打ち込みで（調光卓への）。

秒単位でコンピューターに打ち込んで。レーザーとサーチライトと、それからあとパーライトなんかを秒単位でコンピューターに打ち込んで。レーザーとサーチライトと、それからあとパーライトなんかを
使ってやったんですけれども。それを打ち込むのに秒単位でやるからえらい時間がかかるんですよね。使ってやったんですけれども。それを打ち込むのに秒単位でやるからえらい時間がかかるんですよね。

4IPLP��音楽に合わせて？
൷ॷ� �合わせて。それで、まあ 1ヶ月掛かってやっと打ちこんで。合わせて。それで、まあ 1ヶ月掛かってやっと打ちこんで。
4IPLP� 1 ヶ月間打ち込んでいたのですか？
൷ॷ� �ええ。それで、これでもし神近さんのOKが出なかったら大変な事になる。だから（OKが出ないと）ええ。それで、これでもし神近さんのOKが出なかったら大変な事になる。だから（OKが出ないと）
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作り直しだっていうんで、もう冨田さんは一升瓶抱えてブルブルしてて。それで、やっと初めてやった作り直しだっていうんで、もう冨田さんは一升瓶抱えてブルブルしてて。それで、やっと初めてやった
ら神近さんがOK出して。ら神近さんがOK出して。

4IPLP��良かった！
൷ॷ� �良かったんですよ。良かったんですよ。
4IPLP��それはすごい 1ヶ月！じゃ明り合わせを…
൷ॷ� �うーん。今はまあH.I.S（ハウステンボスは 2003 年経営破綻、2010 年、澤田社長が就任、H.I.S 中心うーん。今はまあH.I.S（ハウステンボスは 2003 年経営破綻、2010 年、澤田社長が就任、H.I.S 中心

の経営再建が始まった）ですか。…がやってるんで、全く痕跡も残ってないと思うんですが。の経営再建が始まった）ですか。…がやってるんで、全く痕跡も残ってないと思うんですが。
4IPLP� 経営もやり方も変わってて…
൷ॷ� �うん。でも、その神近さんがやった仕事っていうのは素晴らしい。プランには芸術もあって。例えばハうん。でも、その神近さんがやった仕事っていうのは素晴らしい。プランには芸術もあって。例えばハ

ウステンボス全体の排水処理、それを完全に浄化して（流す仕草）。あの演出もいいし。それからレンウステンボス全体の排水処理、それを完全に浄化して（流す仕草）。あの演出もいいし。それからレン
ガの敷石一つに至るまで、オランダから持ってくるとかね。非常に理想的な形であれを作れた。だからガの敷石一つに至るまで、オランダから持ってくるとかね。非常に理想的な形であれを作れた。だから
印象に残ってますね。印象に残ってますね。

4IPLP��でも（本に）書かなかったんですね。（笑）昨夜ハウステンボスを一緒にやられた関係者とお会いにな
って。で、今日確認したらやっぱり書いてないって。（笑）まずいって。

൷ॷ�   いや～もうね。書いてないことがまだ、山ほどあるんですよ。いや～もうね。書いてないことがまだ、山ほどあるんですよ。
4IPLP��ありますよね。
൷ॷ�   そう。あれもこれも書かなきゃいけないって思って。そう。あれもこれも書かなきゃいけないって思って。
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３. 九州にまつわる話   ～井上陽水～

൷ॷ�   （「あかりや人生」の本には）井上陽水については書いてないんです。（「あかりや人生」の本には）井上陽水については書いてないんです。
4IPLP��是非井上陽水さんについてお話しください。
൷ॷ� �僕はね、井上陽水をやることになったことについて、声をかけてきたのは、ずっと井上陽水のコンサー僕はね、井上陽水をやることになったことについて、声をかけてきたのは、ずっと井上陽水のコンサー

トのマネジメントをしていたクリエイト大阪という団体があるんですがそこのプロデューサーから、井トのマネジメントをしていたクリエイト大阪という団体があるんですがそこのプロデューサーから、井
上陽水をやってみないかという声がかかってきて。で、僕はやっぱり前から陽水に関心していたのは音上陽水をやってみないかという声がかかってきて。で、僕はやっぱり前から陽水に関心していたのは音
楽より言葉なんですよ。やっぱり僕はあの陽水の言葉は一つの時代を作ったと思う。それで僕は照明を楽より言葉なんですよ。やっぱり僕はあの陽水の言葉は一つの時代を作ったと思う。それで僕は照明を
考えるときに、音楽よりもどちらかというと陽水の言葉で照明を考えていったんですね。考えるときに、音楽よりもどちらかというと陽水の言葉で照明を考えていったんですね。

4IPLP��オペラの時はどうなんですか？
൷ॷ� �オペラもやっぱり歌詞が全面的に音楽の要素。オペラもやっぱり歌詞が全面的に音楽の要素。
4IPLP��それは陽水さんは音楽家ですが、陽水さんの音楽というより歌詞からイメージして照明を作っている？
൷ॷ� �そう、それがために、陽水とはうまくいったんだけど、音楽のアレンジャー、陽水の音楽をアレンジしそう、それがために、陽水とはうまくいったんだけど、音楽のアレンジャー、陽水の音楽をアレンジし

てオーケストレーションする音楽家の人たちとは多少軋轢があった。つまり、言葉のイメージと音楽のてオーケストレーションする音楽家の人たちとは多少軋轢があった。つまり、言葉のイメージと音楽の
リズムとか、そういう点ではちょっと合わないみたいなんですよね。僕はやっぱり言葉の方を取っちゃリズムとか、そういう点ではちょっと合わないみたいなんですよね。僕はやっぱり言葉の方を取っちゃ
うから。と音楽家はそういう感じではないと。もっと派手にしてくれ、みたいな。というのがあった。うから。と音楽家はそういう感じではないと。もっと派手にしてくれ、みたいな。というのがあった。

4IPLP��そうか。言葉は地味でも、音楽は派手にという。
൷ॷ� �ショーを盛り上げてくれと。ショーを盛り上げてくれと。
4IPLP��私は外国にいたので陽水さんのコンサートを観るチャンスがありませんでしたが、グレイの地味な照明

を作られたと噂では聞いたことがあって、それがとても良かったと聞きました。

൷ॷ� �いや、だから、地味な歌とかなり派手にやった歌とそういう落差が随分あった。いや、だから、地味な歌とかなり派手にやった歌とそういう落差が随分あった。
4IPLP��その音楽のアレンジャーの方と話し合いはなさるんですか？
൷ॷ� �それはします。それはでもね、僕は大概わかりました、と言う。それはします。それはでもね、僕は大概わかりました、と言う。
4IPLP� それはどっちが？
൷ॷ�   僕がわかりました、と言う。僕がわかったと言うけど、その通りやるとは限らないので。わかったと言僕がわかりました、と言う。僕がわかったと言うけど、その通りやるとは限らないので。わかったと言

うけど違う風にやるという。うけど違う風にやるという。
4IPLP� それは作戦ですね（笑）
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４. 九州にまつわる話  ～博多座～

4IPLP��博多座は博多のシンボルマークのような。
൷ॷ� �博多座はね、できるときに大騒動があって。博多座はね、できるときに大騒動があって。
4IPLP��大騒動があった？
൷ॷ�   博多座は、当時の福岡市長が歌舞伎が大好きで、福岡でちゃんとした歌舞伎をやりたいというのが市長博多座は、当時の福岡市長が歌舞伎が大好きで、福岡でちゃんとした歌舞伎をやりたいというのが市長

の発案だったんです。の発案だったんです。
4IPLP��それで博多座を作ろうという？
൷ॷ�   ところが、建築の委員会を市長が組織したんですね。そのときに市長の小学校の同級生が、梅田コマ劇ところが、建築の委員会を市長が組織したんですね。そのときに市長の小学校の同級生が、梅田コマ劇

場の社長をやっていた小林一三（こばやしいちぞう）の懐刀と言われた阪急電鉄の方が市長の小学校の場の社長をやっていた小林一三（こばやしいちぞう）の懐刀と言われた阪急電鉄の方が市長の小学校の
同級生で、その方が建築の委員会の委員長だったんです。それでどういう劇場にしようかというディス同級生で、その方が建築の委員会の委員長だったんです。それでどういう劇場にしようかというディス
カッションになったらば、その梅コマの人はオペラやバレエをやりたい、と。だから、劇場が全然歌舞カッションになったらば、その梅コマの人はオペラやバレエをやりたい、と。だから、劇場が全然歌舞
伎の劇場じゃないんですよ。伎の劇場じゃないんですよ。

4IPLP� でも市長の同級生ですよね？
൷ॷ� �市長の同級生なの。市長の同級生なの。
4IPLP��そこで戦いが？
൷ॷ� ��全く、だから、市長とその梅コマのプロデューサーと（直接は）ぶつからないんだけど、その委員会で全く、だから、市長とその梅コマのプロデューサーと（直接は）ぶつからないんだけど、その委員会で

図面を事務所が起こすと、図面になってくるのをみて市長がこれはまずいと。これは歌舞伎ができない図面を事務所が起こすと、図面になってくるのをみて市長がこれはまずいと。これは歌舞伎ができない
と。それで市長が差戻す、と。委員会になるとまた違うもの。また市長が差戻す、とそれが何回もあっと。それで市長が差戻す、と。委員会になるとまた違うもの。また市長が差戻す、とそれが何回もあっ
て、設計事務所はほとほて、設計事務所はほとほ
と困っていたんです。と困っていたんです。

4IPLP��どこで決着がついたんで
すか？

൷ॷ� �その梅コマの方が亡くなその梅コマの方が亡くな
ってしまった。ってしまった。

4IPLP��すごいタイミングで…
൷ॷ� �後任に松竹の永山さん（後任に松竹の永山さん（

永山武臣ながやまたけお永山武臣ながやまたけお
み会長）という。み会長）という。

4IPLP��松竹歌舞伎じゃないです
か？

൷ॷ� ��それで 180 度歌舞伎にいそれで 180 度歌舞伎にい
っちゃって、それで落着っちゃって、それで落着
した。だけども、歌舞伎の劇場にはなったけど、確かこけら落としを猿之助でやることにしていたんでした。だけども、歌舞伎の劇場にはなったけど、確かこけら落としを猿之助でやることにしていたんで
すが、実際にはやらなかった。つまり、松竹の方針で、「団菊」、つまり大名代の役者の一座にしたいとすが、実際にはやらなかった。つまり、松竹の方針で、「団菊」、つまり大名代の役者の一座にしたいと
いうのがあったんだと思う。それでも、猿之助をこけら落としでやるということになっていたから、スいうのがあったんだと思う。それでも、猿之助をこけら落としでやるということになっていたから、ス
ーパー歌舞伎なんかを考えて、こういう天井（指差して）、すのこまでの高さは３倍はいる。歌舞伎だーパー歌舞伎なんかを考えて、こういう天井（指差して）、すのこまでの高さは３倍はいる。歌舞伎だ
ったら２倍もいらないんですよ。ったら２倍もいらないんですよ。

4IPLP��じゃ、猿之助さんのスーパー歌舞伎をやろうということで天井を高くしておいたんですか？それは良か
ったですね。

൷ॷ� �でも今はほとんど使ってない。ということで大すったもんだがあったんですよ。でも今はほとんど使ってない。ということで大すったもんだがあったんですよ。
4IPLP��そうですか。
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５. 仕事のプロセス

4IPLP��今、仕事の話とかも出てきたんですが、吉井さんが考える照明デザイナーの仕事のプロセスを教えてい
ただきたいんですが。

൷ॷ�   プロセス？プロセス？
4IPLP� 順番、どういうふうにお仕事をなさっているか。
൷ॷ�   僕らは一番の問題点は依頼がないと仕事が発生しないわけです。演出家やプロデューサーから仕事を頼僕らは一番の問題点は依頼がないと仕事が発生しないわけです。演出家やプロデューサーから仕事を頼

まれることがまず第一。どうやって頼まれるようにするかは、また別の話。（笑）まれることがまず第一。どうやって頼まれるようにするかは、また別の話。（笑）
4IPLP��じゃ、（仕事を）頼まれました。
൷ॷ�   まず、本を読む。まず、本を読む。
4IPLP��台本ですね。オペラだったら、スコアということですが。
൷ॷ� �スコアはなかなか読むのは大変だけど、音楽を聴く。それがまずスタート。自分なりに一体この作品をスコアはなかなか読むのは大変だけど、音楽を聴く。それがまずスタート。自分なりに一体この作品を

どうやるのかと考える。どうやるのかと考える。
4IPLP��台本を読んで、自分だったらどうやるか？
൷ॷ�   それはつまり、舞台装置や演出も含めたトータルにどうやるかという。照明だけじゃなく。それはつまり、舞台装置や演出も含めたトータルにどうやるかという。照明だけじゃなく。
4IPLP��それは、セットデザイナーや演出家と話す前に自分で？
൷ॷ�   自分でどうとらえるか。自分でどうとらえるか。
4IPLP��その作品を。
൷ॷ� �そう。それを踏んだ上で、もちろん演出家と打ち合わせをし、舞台美術家と打ち合わせをし、それからそう。それを踏んだ上で、もちろん演出家と打ち合わせをし、舞台美術家と打ち合わせをし、それから

稽古を見る。で、その稽古で、稽古場でほとんど全ての発想が決まる。稽古を見る。で、その稽古で、稽古場でほとんど全ての発想が決まる。
4IPLP��稽古場で全ての発想が？
൷ॷ�   うん、照明の発想が。うん、照明の発想が。
4IPLP� 決まる。
൷ॷ� �具体的に。具体的に。
4IPLP� 吉井さんは、普通に稽古は何回くらい足を運びますか？
൷ॷ�   これはね、ちょっと慙愧に堪えねえ場合もあって。忙しくて（笑）…これはね、ちょっと慙愧に堪えねえ場合もあって。忙しくて（笑）…
4IPLP��じゃ理想でもいいですが。
൷ॷ� �行かないことはないが、3回くらいが一番つらいかな。行かないことはないが、3回くらいが一番つらいかな。
4IPLP��吉井さん、けっこう…
൷ॷ� �いや行きますよ。絶対行く。いや行きますよ。絶対行く。
4IPLP��３回は最低？
൷ॷ� �うん、一番多いのは三ヶ月。うん、一番多いのは三ヶ月。
4IPLP��三ヵ月、稽古に通った。
൷ॷ�   うん、デンバーに。うん、デンバーに。
4IPLP��タンタロスですね。
൷ॷ�   もっと通ったかもしれない。もっと通ったかもしれない。
4IPLP��もう少し稽古場のことを聞きたいんですが、どうしてこんなにしつこく聞くかというと、今の人は稽古

は 1回しか行かないんです。
൷ॷ� �それは考えられない。それは考えられない。
4IPLP� 1 回見て、(稽古場で )ビデオを撮って、自分のうちに帰ってきて、ビデオを見て…
൷ॷ�   僕はね、ビデオ反対。自分の目で見て、自分の心で感じないと、ビデオを通してみるというのはダメで僕はね、ビデオ反対。自分の目で見て、自分の心で感じないと、ビデオを通してみるというのはダメで

すよ。すよ。
4IPLP��もう一度申し上げます（笑）ビデオ反対。自分の目で見て、心で感じないと、照明デザインはできない

ということですね。
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൷ॷ�   いや、できるかもしれないが、優れたものができない。いや、できるかもしれないが、優れたものができない。
4IPLP��優れたものができない。うーん、で、稽古を見てる間に？
൷ॷ� �まずね、どこで何をやっているかということを…まずね、どこで何をやっているかということを…
4IPLP��どこで何をやっているかというのは、それは稽古の中で？
൷ॷ�   中で。それを事細かに台本やスコアに書き込んでいく。中で。それを事細かに台本やスコアに書き込んでいく。
4IPLP��そのどこで何をやっているかというのはたとえば、家の中で…
൷ॷ�   たとえば階段に立ってやるか、舞台の前へくるか階段に立ってどこを向いて誰に向かってどういう表情たとえば階段に立ってやるか、舞台の前へくるか階段に立ってどこを向いて誰に向かってどういう表情

で喋っていくかということを台詞と、或いは音楽と対応して細かく書き込んでいく。それがスタート。で喋っていくかということを台詞と、或いは音楽と対応して細かく書き込んでいく。それがスタート。
4IPLP��スタート、一番最初の。
൷ॷ�   そう。それから今度はそれに、台本や音楽の流れに常に要求される光のつながりというか、時間を乘っそう。それから今度はそれに、台本や音楽の流れに常に要求される光のつながりというか、時間を乘っ

けられるか、それから視覚をどういう種類にするか、どういう色合いにするか、どういう空間にするかけられるか、それから視覚をどういう種類にするか、どういう色合いにするか、どういう空間にするか
ということを稽古を見ながら考えていく。ということを稽古を見ながら考えていく。

4IPLP� 光の「時間」についてもう少しお話ししていただきたいのですが。
൷ॷ� �それは難しいですね。それは難しいですね。
4IPLP��私は吉井さんに一番大きな、大事なデ

ザイナーとして学んだことは、照明家
というのは、その模様をつけたり、セ
ットに色をつけたり、照明で模様をつ
けることじゃなくて、時間の推移を表
すことができるのは舞台照明だけなん
です。

൷ॷ� �そうそれはね、装置も衣裳もできない。そうそれはね、装置も衣裳もできない。
照明だけ。照明だけ。

4IPLP��テレビもできない。時間推移というのは、朝から夜までとか、秋から冬までとか。
൷ॷ�   そういう時間もあるね。そういう時間もあるね。
4IPLP� 全然そうじゃない光もありますよね。
൷ॷ�   それはつまり、こう傾けただけで、世界が変わるとか、時間が変わるとか、シーンで変わる場合もあるそれはつまり、こう傾けただけで、世界が変わるとか、時間が変わるとか、シーンで変わる場合もある

し、それから、何十分もかけてわからないように、進行していくということもあるし。し、それから、何十分もかけてわからないように、進行していくということもあるし。
4IPLP� 吉井さんは、すごく繊細に照明を作られるし、キューもたくさんあるんですけど、時間の推移を作ると

いうのが…
൷ॷ�   それが一番重要。それが一番重要。
4IPLP��それが一番面白いというのを教えていただいたのは一番大きいです。
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６. 美術家や衣装家との関係

4IPLP��それでイメージが出来て来ますよね。それを今度は具体的に図面に起こしていくわけじゃないですか。
その時にはセットデザイナーとのやりとりは沢山ありますか？

൷ॷ� �それはその前に全部済ませておく。でもね、僕はセットデザイナーに恵まれていたのか、注文を受けるそれはその前に全部済ませておく。でもね、僕はセットデザイナーに恵まれていたのか、注文を受ける
ということはなかった。その代わり、たとえば、こういうこともありましたね。僕は金森馨という装置ということはなかった。その代わり、たとえば、こういうこともありましたね。僕は金森馨という装置
家と本当に盟友で、よく仕事をし家と本当に盟友で、よく仕事をし
て、阿吽の呼吸でやっていたんだて、阿吽の呼吸でやっていたんだ
けど、二期会のリゴレットというけど、二期会のリゴレットという
オペラで、最終幕でリゴレットがオペラで、最終幕でリゴレットが
娘と気付かずに殺してしまう場面娘と気付かずに殺してしまう場面
があるんです。それで、金森の装があるんです。それで、金森の装
置というのは、その最終幕は無数置というのは、その最終幕は無数
の目玉が背景に描き込まれているの目玉が背景に描き込まれている
んです。僕の照明プランというのんです。僕の照明プランというの
は、その目玉が最初は見えなくて、は、その目玉が最初は見えなくて、
その悲劇で親父が娘を殺してしまその悲劇で親父が娘を殺してしま
う、つまり雷が鳴り、闇夜になっう、つまり雷が鳴り、闇夜になっ
てくる中で目玉がズーッと見えててくる中で目玉がズーッと見えて
くるという、そういうプランになくるという、そういうプランにな
ってる。で、これは自分では悪くってる。で、これは自分では悪く
ないなと思った。ところがゲネプロ、つまり舞台稽古が終わった後、金森が血相変えて僕のところにきないなと思った。ところがゲネプロ、つまり舞台稽古が終わった後、金森が血相変えて僕のところにき
て、「お前、俺は目玉の下に細かい皺をどれだけ描き込んだのか、お前見たろ！」って。確かにね、金て、「お前、俺は目玉の下に細かい皺をどれだけ描き込んだのか、お前見たろ！」って。確かにね、金
森のデザインには目玉の背景に皺が無数に描き込んであった。ただしそれは白っぽい、つまり皮膚の上森のデザインには目玉の背景に皺が無数に描き込んであった。ただしそれは白っぽい、つまり皮膚の上
に皺が描いてある。に皺が描いてある。

4IPLP��見えない？
൷ॷ� �だから、それをつまり見せようとすると、今度は目玉が印象的ではなくなってしまう。だから、僕は、だから、それをつまり見せようとすると、今度は目玉が印象的ではなくなってしまう。だから、僕は、

その皺を見せないで、目玉だけを見せた。そしたら金森は怒り狂って、「俺は皺を描いてるだろ！」と。その皺を見せないで、目玉だけを見せた。そしたら金森は怒り狂って、「俺は皺を描いてるだろ！」と。
4IPLP��そういう時はどうする？話し合う？
൷ॷ� �それで僕も、ついカッときて「じゃ、これならいいのかよ！」と言って、ボーダーライトをバーっとつそれで僕も、ついカッときて「じゃ、これならいいのかよ！」と言って、ボーダーライトをバーっとつ

けた。そしたら、闇夜の背景がバーっと白っぽくなってしまって、もう悲劇的なシーンじゃなくなってけた。そしたら、闇夜の背景がバーっと白っぽくなってしまって、もう悲劇的なシーンじゃなくなって
しまった。（笑）どっか吹っ飛んじゃった。そしたら金森は「何もお前そこまでやれとは言ってねえだしまった。（笑）どっか吹っ飛んじゃった。そしたら金森は「何もお前そこまでやれとは言ってねえだ
ろ！」って言って。ろ！」って言って。

4IPLP� 喧嘩ですか？そこで？
൷ॷ�   いや、だから、そこで話をして、僕はさすがに、彼も皺をこれだけ一生懸命描いたんだから、非常に暗いや、だから、そこで話をして、僕はさすがに、彼も皺をこれだけ一生懸命描いたんだから、非常に暗

く皺が見えるようにやっぱり直した。く皺が見えるようにやっぱり直した。
4IPLP��直した。お互いに歩み寄ったんですね。
൷ॷ�   そういうことがありました。だから、それはやっぱりそっちの方が正しい気がする。そういうことがありました。だから、それはやっぱりそっちの方が正しい気がする。
4IPLP��でもやっぱり、一番関わるのは演出家、２番目がセットデザイナー、３番目が衣裳？
൷ॷ�   僕はね、正直な話ね、衣裳で衣裳デザイナーと軋轢を起こしたってことは、しばしばありますね。僕はね、正直な話ね、衣裳で衣裳デザイナーと軋轢を起こしたってことは、しばしばありますね。
4IPLP� そうですか。
൷ॷ� �うん。うん。
4IPLP��じゃあまり衣裳は考えてない？
൷ॷ� �いや考えてはいるけど、衣裳をよく見せるということより、もっと重要なことがある。たとえばね、市いや考えてはいるけど、衣裳をよく見せるということより、もっと重要なことがある。たとえばね、市
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川猿之助の「影のない女」というオペラをミュンヘン（※初演：愛知県芸術劇場）でやったんですよ。川猿之助の「影のない女」というオペラをミュンヘン（※初演：愛知県芸術劇場）でやったんですよ。
それは毛利臣男（もうりとみお）というデザイナーが凝りに凝って、その影のない女の赤い衣裳の赤いそれは毛利臣男（もうりとみお）というデザイナーが凝りに凝って、その影のない女の赤い衣裳の赤い
アップリケの、それからその生地が単衣（ひとえ）単衣（ひとえ）違っているんですよ。それは明るくアップリケの、それからその生地が単衣（ひとえ）単衣（ひとえ）違っているんですよ。それは明るく
すればわかるけど、僕はそれに赤い光を当てちゃった。そしたら衣裳部の部長が衣裳を持ってきて、舞すればわかるけど、僕はそれに赤い光を当てちゃった。そしたら衣裳部の部長が衣裳を持ってきて、舞
台に飾って、「吉井さん、みてくれ、これだけディテールがあるのに、何一つ見えない」って。台に飾って、「吉井さん、みてくれ、これだけディテールがあるのに、何一つ見えない」って。

4IPLP��見えないって。（笑）
൷ॷ� �それで僕は演出家に、「こういうつらいことを言われている。で、彼女たちのいう通りに、衣裳のディそれで僕は演出家に、「こういうつらいことを言われている。で、彼女たちのいう通りに、衣裳のディ

ティールをみせると、こういう照明になる、と。だけど僕は、ここは夢の場面だから、ディテールをみティールをみせると、こういう照明になる、と。だけど僕は、ここは夢の場面だから、ディテールをみ
せることよりも雰囲気の方が重要だと思う。だから、赤い光で見せたい、と。」そうすると、演出家はせることよりも雰囲気の方が重要だと思う。だから、赤い光で見せたい、と。」そうすると、演出家は
赤い照明がいいといった。赤い照明がいいといった。

4IPLP��ま、最終的に決断を下すのはやっぱり演出家ですよね。
൷ॷ� �でも衣裳デザイナーには恨まれた。でも衣裳デザイナーには恨まれた。
4IPLP��他の衣裳デザイナーも恨んでると聞いたことがあります（笑）
൷ॷ� �あります。（笑）あります。（笑）
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７. 英国公演『タンゴ冬の終わりに』（蜷川幸雄演出作品）

4IPLP��明りができて、今度は調光オペレーターと、図面
を仕込んでくれる照明屋さん、明り屋さんとの仕
事になりますね、１週間くらいは。

൷ॷ� �僕はね、オペレーターにはそういう意味じゃ恵ま僕はね、オペレーターにはそういう意味じゃ恵ま
れてきた。れてきた。

4IPLP��恵まれてきた。
൷ॷ�   それはだから僕はほとんど注文をつけなかったとそれはだから僕はほとんど注文をつけなかったと

言いたいけどやっぱり最初は随分注文はつけた。言いたいけどやっぱり最初は随分注文はつけた。
4IPLP� 注文はつけていたと思いますけど。（笑）
൷ॷ� �でも、それは恵まれていましたね。今では考えらでも、それは恵まれていましたね。今では考えら

れない。れない。
4IPLP��じゃ、もうとにかく素晴らしいオペレーターと仕

事をしてきたということですか？
൷ॷ� �そう。そう。
4IPLP��はい。（笑）それで、公演が終わりますよね。終

わって、記録とか完璧に残して、再演とかあるわ
けですから、それに備えるという。

൷ॷ� �そうですか。それは Shoko がさっきあれ見せてくそうですか。それは Shoko がさっきあれ見せてく
れたじゃない大変なのを。それを是非披露して。れたじゃない大変なのを。それを是非披露して。

4IPLP��ちょっと、じゃあ、後でお話しようと思ってたん
ですけど、（袖に）「タンゴ（冬の終わりにの映像
）」出ますか？えーとですね、1991 年に、私はそ
の時ロンドンにおりまして、吉井さんが蜷川幸雄
さんの「タンゴ冬の終わりに」ロンドン公演の時
の図面が、私のアーカイブ（国立フィリッピン大
学内）から、30 年前の吉井さんの手書きの図面
（図①）が発見されまして、後でここに置いてお
きますから、ざっとみてください。手書きの図面
です。今は皆キャドで書いちゃうんですが、手書
きです。

൷ॷ�   手書きですね。手書きですね。
4IPLP� SumioYoshii って書いてある。この公演はスコッ

トランドのエディンバラ、キングスシアターでや
った後に、ロンドンのピカデリーシアターで３ヶ
月公演をいたしました。で、それからこれが、ま
あ後でここに置いときますから見て下さい。これ
が、（手で広げて客席に開示）フォーカスノート
というやつでして、全ての明かりをどのようにフ
ォーカスするかというのが全て吉井さんの指示で
書かれております。これも全て手書きでございま
す。あの頃はコンピューターがなかったですから
ね。

図①　照明図面
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൷ॷ� �そうです。そうです。
4IPLP��それから、次に、これがマジックシート（図②）

といいますか、キューシートなんですけど、全て
の台本の中のQのキューナンバーが入ってまし
て、（指差して）ちょっとデリケートなところで、
ここの 2列のところがフォロースポットなんです
ね。フォロースポットが誰々をとってて、誰々の
ゲージが上がって、誰々が下がる、これはフォロ
ースポット２本なんで簡単なんですけれども、吉
井さんがやられるオペラなんかは、正面から、シ
ーリングからのフォローが４ピンで、ブリッジの
ピンが 2ピンとか合計で 6ピンぐらいあるのが割
と当たり前だったので、これら全部に指示がされ
ています。色から、どこから取るかから、全ても
う私たちが劇場に入った時にこのように書いてあ
ります。何秒で変化するのかも全部書いてありま
す。それからですね。これは私の思い出の品なん
ですけれども、（別の図面を広げて）さてこれは
なんでしょうといいますと…。これなんです。（
バックスクリーンを二人で振り返り舞台の映像を
見て）朝倉摂さんのセット、壁が…ちょっと見に
くいんですが。壁に…。

൷ॷ�   穴が開いているんです。穴が開いているんです。
4IPLP� 開いてるんですね。小っちゃい穴なんですよ。そ

の穴の後ろから出すライトについての指示書なん
です。しかもこれ全部回路が違うんです。サーキ
ットが違うんです、この穴の。しかも、色が全部
違うんです。これ大変なんです。それで、私トッ
プの吊り込みのやり直しよりも、壁の後ろにずー
っと居て、外人さんの現地のスタッフさんと何度
も何度も吊り変えていた思い出があるんですけれ
ども。

൷ॷ�   ええ。ええ。
4IPLP��それくらいすごいこだわった。
൷ॷ� �ええ。ええ。
4IPLP� 覚えていらっしゃいますか？
൷ॷ� �はい、覚えてます。はい、覚えてます。
4IPLP� はい、ありがとうございます（笑）
൷ॷ�   で、僕ね。イギリスのスタッフが偉いと思ったので、僕ね。イギリスのスタッフが偉いと思ったの

が、例えばスタンドの高さ、床からどこに何フィが、例えばスタンドの高さ、床からどこに何フィ
ートのとこに光源があるかというのを全部指定でートのとこに光源があるかというのを全部指定で
俺にメジャーを持って、やっぱりきっちりやるというね、これは日本ではないですよね。俺にメジャーを持って、やっぱりきっちりやるというね、これは日本ではないですよね。

4IPLP��ないですね。
൷ॷ�   みんないい加減にぱーっとこうやって。みんないい加減にぱーっとこうやって。
4IPLP� 「（これで）いいですか？」みたいな。

図②　マジックシート
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൷ॷ�   そう。そう。
4IPLP��多分ロングランが多いからだと思うんですよ。
൷ॷ�   うん。うん。
4IPLP� 長期間やっていくので、（担当が変わるから）床から何センチって決めておかないとね。
൷ॷ�   そう。そう。
4IPLP��また再演があった時に同じことができないと、という理由があるからだと思うんですよ。

フォーカスノート フォーカスノート

フォーカスノートフォーカスノート
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８. パフォーマーたちとの思い出

4IPLP��それで 1991 年 8 月にエディンバラでやって、８月 23 日から 10 月 25 日までの約 3ヶ月ピカデリーシ
アターでロングランをしたんですが、主演はアラン・リックマンで、主演女優が、スザンヌ・バーティ
ッシュさん。

൷ॷ�   すばらしい女優。すばらしい女優。
4IPLP��スザンヌさんとの何か思い出があると。
൷ॷ� �ええ、そうです。スザンヌが。エディンバラでやって、ロンドンへ来て、ちょうど通し稽古の前に自分ええ、そうです。スザンヌが。エディンバラでやって、ロンドンへ来て、ちょうど通し稽古の前に自分

であたりをとってるときに、ちょっと来てと言って僕を呼んだわけです。彼女がいうには、エディンバであたりをとってるときに、ちょっと来てと言って僕を呼んだわけです。彼女がいうには、エディンバ
ラで私の頬にすごくいい光が当たっていて、それでもってすごく気持ちよく長台詞を言えたと。ところラで私の頬にすごくいい光が当たっていて、それでもってすごく気持ちよく長台詞を言えたと。ところ
が、ロンドンへ来たらその光がないって言う。一体どういうわけ？と聞くから、見たら、スポットライが、ロンドンへ来たらその光がないって言う。一体どういうわけ？と聞くから、見たら、スポットライ
トの位置がちょっと違っていた。だから（１０ｃｍくらいの幅を示し）このくらい照らして。あの（吊トの位置がちょっと違っていた。だから（１０ｃｍくらいの幅を示し）このくらい照らして。あの（吊
ってある場所が）なだらかな場所だから彼女のほっぺたに行かないで、この辺に（胸のあたりを指し）。ってある場所が）なだらかな場所だから彼女のほっぺたに行かないで、この辺に（胸のあたりを指し）。

4IPLP� ああ！なるほど。
൷ॷ�   それは感動しましたよ、すごく。そんなことを言われるってのはね、これは照明家としては本当に嬉しそれは感動しましたよ、すごく。そんなことを言われるってのはね、これは照明家としては本当に嬉し

いことですよね。いことですよね。
4IPLP��女優さんが光を意識して演技をしてくれている。
൷ॷ�   うん、とっても素敵な。うん、とっても素敵な。
4IPLP� じゃ同じ明かりが欲しいと。
൷ॷ�   そう。それはどんなことがあっても、やっぱりいい仕事をやろうと思ってしまう。僕はだから、そういそう。それはどんなことがあっても、やっぱりいい仕事をやろうと思ってしまう。僕はだから、そうい

うね、素晴らしい相手？光を感じてくれる…（には恵まれた）だからスザンヌ・バーティッシュさんのうね、素晴らしい相手？光を感じてくれる…（には恵まれた）だからスザンヌ・バーティッシュさんの
他に越路吹雪さん、この人も光にはすごく敏感だったね。他に越路吹雪さん、この人も光にはすごく敏感だったね。

4IPLP��やっぱり役者にはそういう方いらっしゃるんでしょうね。
൷ॷ� �それからモダンダンスのカンダ・アキコさん。この二人は本当に光に対して鋭敏だった。それからモダンダンスのカンダ・アキコさん。この二人は本当に光に対して鋭敏だった。
4IPLP��あの、本の中に、カンダさんと初めてお仕事なさったときに大変なことになっちゃったと書いて…
൷ॷ�   （笑）そうですよ、カンダ・アキコは。（笑）そうですよ、カンダ・アキコは。
4IPLP� カンダさんが怒って帰っちゃったと。
൷ॷ� �こんな照明でいいんですかって言ったんだからね。演出家に。こんな照明でいいんですかって言ったんだからね。演出家に。
4IPLP��でも、そのあと、また長くカンダさんとお仕事なされたっていうのが…
൷ॷ�   そういうこともあります。そういうこともあります。
4IPLP� …ねえ。素晴らしいなと思いますけど。
൷ॷ�   こんな照明でいいんですかって、こりゃあ頭にきたけれど、僕は黙ってた。こんな照明でいいんですかって、こりゃあ頭にきたけれど、僕は黙ってた。
4IPLP��皆ひきつりますよね、それ。
൷ॷ�   いや、だから、僕はいいと思いますと言ったら、カンダ・アキコはバーンと帰っちゃった。いや、だから、僕はいいと思いますと言ったら、カンダ・アキコはバーンと帰っちゃった。
4IPLP��そういう時、吉井さんはどうしたんですか？
൷ॷ�   いやー、知らん顔してやってた。（笑）いやー、知らん顔してやってた。（笑）
4IPLP��はい、じゃ次のキューみたいな（笑）いちいち動揺してたらしょうがないっていう（笑）
൷ॷ�   そうしたら、それから一ヶ月くらい経って。そうしたら、それから一ヶ月くらい経って。
4IPLP� ねえ。一緒にお仕事したいって。
൷ॷ� �友人から、カンダ・アキコが頼みたいって言ってると。友人から、カンダ・アキコが頼みたいって言ってると。
4IPLP� すごいことですよね？
൷ॷ�   悪い冗談はやめてくれって。そしたらカンダ・アキコが、その時は確かに頭にきたと。踊りがよく見え悪い冗談はやめてくれって。そしたらカンダ・アキコが、その時は確かに頭にきたと。踊りがよく見え

ないんで。だけど、全部通して見たら、あのシーンはあれで正しかったと思ったと。だから、自分のリないんで。だけど、全部通して見たら、あのシーンはあれで正しかったと思ったと。だから、自分のリ
サイタルをやって欲しいと来たんで、僕はまあ、喜んでとは言わず、粛々とやりましたけどね。で、そサイタルをやって欲しいと来たんで、僕はまあ、喜んでとは言わず、粛々とやりましたけどね。で、そ
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のときに最後に本でも書いたけど、幕切れに彼女が、マリー・アントワネットが最後に緞帳に向かってのときに最後に本でも書いたけど、幕切れに彼女が、マリー・アントワネットが最後に緞帳に向かって
手を差し伸べるんですよ。それで幕がすっと降りる。その時に僕は彼女の手の先に、小さい光を一つ落手を差し伸べるんですよ。それで幕がすっと降りる。その時に僕は彼女の手の先に、小さい光を一つ落
としていたんです。そしたら彼女が、光に触った方がいいのか、触らない方がいいのかと聞くから、どとしていたんです。そしたら彼女が、光に触った方がいいのか、触らない方がいいのかと聞くから、ど
っちでもいいって言った。僕のつもりでは、それはつまり彼女、（マリー・アントワネット）が掴み取っちでもいいって言った。僕のつもりでは、それはつまり彼女、（マリー・アントワネット）が掴み取
れなかった権力かもしれないし、愛かもしれないし、命の光かもしれない。そういうつもりで、こう（れなかった権力かもしれないし、愛かもしれないし、命の光かもしれない。そういうつもりで、こう（
手で示しながら）、出したんですね。手で示しながら）、出したんですね。

4IPLP��すごい何か哲学的になってきましたね。
൷ॷ� �そりゃね、彼女に対する…そりゃね、彼女に対する…
4IPLP� 踊り手と吉井さんの勝負みたいに…
൷ॷ� �復讐の明りですよ。（笑）復讐の明りですよ。（笑）
4IPLP� （勝負みたいに）なって来ましたね。結局どうしたんですか？カンダさんは？
൷ॷ� �結局、光に触るか触らないかくらいで幕が切れる、という。結局、光に触るか触らないかくらいで幕が切れる、という。
4IPLP��美しいですね。わかりました。
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９. 負け犬根性は捨てて小さな仕事でも全力でやるべし

4IPLP��もう少し仕事の話を聞きたいのですが。私、まだ九州に来て半年ちょっとなんですけれども、九州の舞
台関係の方たちと話をしていますと、私は３１年間くらい日本にいなかったので、あまり日本の舞台状
況をわかっていないところもありますが、九州の人たちは、何か大きな舞台があったり、ここぞという
仕事を期待して待っていると、東京からデザイナーが来てしまう。じゃあ、俺たちは現地じゃないか、
みたいなお話をよく聞くんですけど、そういうことは吉井さんはどういうふうにお考えですか？

൷ॷ� �それはね、日本自体がそうですよ。それはね、日本自体がそうですよ。
4IPLP��日本自体がそう？
൷ॷ� �うん。今の、だってミュージカルを見てください、照明デザイナーは全部ロンドンからニューヨークかうん。今の、だってミュージカルを見てください、照明デザイナーは全部ロンドンからニューヨークか

ら来るじゃないですか。日本の照明は全部現地です。ら来るじゃないですか。日本の照明は全部現地です。
4IPLP� たとえば、今四季でもね、ライオンキング…。
൷ॷ� �あれもそうですよ。あれもそうですよ。
4IPLP��やってますよね。あのデザインは全てオリジナル。
൷ॷ�   オリジナル、うん。オリジナル、うん。
4IPLP��を、プログラムして。
൷ॷ� �そうです。だから日本の照明は全部現地ですよ。そうです。だから日本の照明は全部現地ですよ。
4IPLP��日本の照明は全部現地？
൷ॷ�   だから、そういうシチュエーションは九州だけではない。日本全体がそう。でも、そんなことを言ってだから、そういうシチュエーションは九州だけではない。日本全体がそう。でも、そんなことを言って

いたら仕事にならない。やっぱりその中でどうやって掴み取っていくか。そりゃ成功はしてないですけいたら仕事にならない。やっぱりその中でどうやって掴み取っていくか。そりゃ成功はしてないですけ
どね、劇団四季だって。全部、つまり現地でやってるけれども。でも、そういう負け犬の遠吠えみたいどね、劇団四季だって。全部、つまり現地でやってるけれども。でも、そういう負け犬の遠吠えみたい
なことはやめて、どうやったら仕事が掴み取れるかということをやっぱり考えるべきだと思うね。だかなことはやめて、どうやったら仕事が掴み取れるかということをやっぱり考えるべきだと思うね。だか
ら、そのためには、やっぱりプロダクションに協力する。ら、そのためには、やっぱりプロダクションに協力する。

4IPLP��プロダクションに協力する…。
൷ॷ� �地元のどんなに小さいプロダクションでもいいから、やっぱり一生懸命やるってことですよ。僕だって地元のどんなに小さいプロダクションでもいいから、やっぱり一生懸命やるってことですよ。僕だって

劇団四季を始めた時は…。劇団四季を始めた時は…。
4IPLP��小さかったわけですからね。
൷ॷ� �年に 2回くらい公演があって、1回（の公演数）が 3回か 4回ですからね。そして、報酬もなかった。年に 2回くらい公演があって、1回（の公演数）が 3回か 4回ですからね。そして、報酬もなかった。

僕は劇団四季から報酬をもらったのは 1963 年以降ですよ。僕は劇団四季から報酬をもらったのは 1963 年以降ですよ。
4IPLP� 1963 年以降って、（創立が）1954 年、じゃあ、10 年無報酬でやられてたってことですか。
൷ॷ� �そうです。うん。そうです。うん。
4IPLP��私も 10 年間黒テントでお金貰わないでやってきてましたけど…
൷ॷ� �その間食えなくて、僕はテレビ局に入ったりなんかしたけれども。でもやっぱり一生懸命やっていく。その間食えなくて、僕はテレビ局に入ったりなんかしたけれども。でもやっぱり一生懸命やっていく。
4IPLP��じゃその、負け犬根性みたいなのは、どっかにもう、バーンって捨てて。
൷ॷ� �やること。とにかく。やること。とにかく。
4IPLP��とにかく、やること。どんな小さな…
൷ॷ� �仕事は全部。仕事は全部。
4IPLP� （小さな）ことでも、一生懸命。
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１０. ミラノスカラ座での仕事

4IPLP��吉井さんはミラノスカラ座で大変ご苦労されたということですが。
൷ॷ� �あれだってそうですよ。つまりあの当時は、あれだってそうですよ。つまりあの当時は、
4IPLP� （袖に）すみません、「バタフライ」（の映像）いきます。
൷ॷ�   スカラ座照明部の言い分は、確かに蝶々夫人というのは日本の話だと。でもあれはイタリアのオペラだスカラ座照明部の言い分は、確かに蝶々夫人というのは日本の話だと。でもあれはイタリアのオペラだ

と。それで、セットデザイナーや、衣裳デザイナーが日本から来るのはわかる、と。でも、なんで照明と。それで、セットデザイナーや、衣裳デザイナーが日本から来るのはわかる、と。でも、なんで照明
が来るんだというスカラ座照明部の雰囲気があった。が来るんだというスカラ座照明部の雰囲気があった。

4IPLP��ちょっと（映像を）見てもらいましょうか。ミラノスカラ座の「バタフライ」6分ぐらいに編集したの
で。（袖に）お願いします。蝶々さんが出て来るところ。大変長いオペラなので、（スクリーンに映像流
れる）蝶々さんが出て来るところと、最後の自害するところです。

൷ॷ� �これは蝶々夫人が出て来るところなんですけども、これより前というのは全く色を使っていなかった。これは蝶々夫人が出て来るところなんですけども、これより前というのは全く色を使っていなかった。
つまりモノクロームで全部やってる。で、このコーラスが聞こえてくると初めて空の青、海の青が見えつまりモノクロームで全部やってる。で、このコーラスが聞こえてくると初めて空の青、海の青が見え
て来る。て来る。

4IPLP��色がついてくる。
൷ॷ� �それからこの色の中からバタフライが傘に隠れて登場して来る。それで、この傘が開いたときに明るくそれからこの色の中からバタフライが傘に隠れて登場して来る。それで、この傘が開いたときに明るく

頂点に。（蝶々夫人が前へ出て来るシーンを見ながら）このバックがですね。ここでダーッっと明るく頂点に。（蝶々夫人が前へ出て来るシーンを見ながら）このバックがですね。ここでダーッっと明るく
なるんです。なるんです。

4IPLP� これは林 康子さんですね？
൷ॷ� �そう、林 康子。これはト書きにもないし、そういうことはどこにも書いてないんですよ。でも、これそう、林 康子。これはト書きにもないし、そういうことはどこにも書いてないんですよ。でも、これ

はすごく印象的だった。それで、こういう考え方、見え方がどうかということは、つまりスカラ座の照はすごく印象的だった。それで、こういう考え方、見え方がどうかということは、つまりスカラ座の照
明部に強い印象を与えた。で、それ以来文句は言われなくなった。明部に強い印象を与えた。で、それ以来文句は言われなくなった。

4IPLP� 言わなくなった。（ビデオは最終シーンへと変わり）これが最後のシーンですね？
൷ॷ� �最後のところ。だから、最後も色がなくなる。これも色がなくなって、で、自害の寸前に子供と別れの最後のところ。だから、最後も色がなくなる。これも色がなくなって、で、自害の寸前に子供と別れの

挨拶を交わして、それで、これから彼女はこの白い布の上へ行って自害するんですが、ここでは、光は挨拶を交わして、それで、これから彼女はこの白い布の上へ行って自害するんですが、ここでは、光は
色は全くないんです。色は全くないんです。

4IPLP� これはもう浅利さんの演出で、歌舞伎手法を用いて。
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൷ॷ� �そうです。そうです。
4IPLP� イタリアの方は、びっくりしたでしょうね、こういう演出は。
൷ॷ� �ええ。（ビデオは自害のシーンへ）これで赤い扇を開くというのは、これは浅利の演出なんですね。美ええ。（ビデオは自害のシーンへ）これで赤い扇を開くというのは、これは浅利の演出なんですね。美

術のですね。（ビデオは大詰め、ピンカートンの「蝶々さん！」の声が流れるシーンへ）それでこのあ術のですね。（ビデオは大詰め、ピンカートンの「蝶々さん！」の声が流れるシーンへ）それでこのあ
と、白い布を引き抜いていくんですよ。それで、赤い布地が。（ビデオ、白布の上で自害した蝶々夫人と、白い布を引き抜いていくんですよ。それで、赤い布地が。（ビデオ、白布の上で自害した蝶々夫人
の周りに、引き抜きによって赤い地布が見え、広がる様子を映す）これ。で、これは全部（照明の）色の周りに、引き抜きによって赤い地布が見え、広がる様子を映す）これ。で、これは全部（照明の）色
のない光で終わる。だからこれ、モノクロームでしょ？全部。（ビデオはカーテンコールへ）これがね、のない光で終わる。だからこれ、モノクロームでしょ？全部。（ビデオはカーテンコールへ）これがね、
初日はね、一瞬、拍手も何もないんですよね。あぁ、これは受け入れられなかったのかと思ったら、そ初日はね、一瞬、拍手も何もないんですよね。あぁ、これは受け入れられなかったのかと思ったら、そ
の後は一変、万雷の拍手で。の後は一変、万雷の拍手で。

4IPLP� （カーテンコール、黒子たちが並ぶ様子が出る）これは皆さん何か黒子みたいなのを着てますね。
൷ॷ ええ、黒子と白子。（ビデオ終わる）ええ、黒子と白子。（ビデオ終わる）
4IPLP� はい。だからその、スカラ座でちょっとご苦労をされたんですけれども…
൷ॷ� �そうですねえ。そうですねえ。
4IPLP� やはりいい仕事をすれば認めてくれる、っていう。
൷ॷ� �そうですかね。それはだけど、日本ではなかなか認めてもらえない。そうですかね。それはだけど、日本ではなかなか認めてもらえない。
4IPLP� どうしてなんでしょうね？
൷ॷ� �ねえ。今は違うんじゃないですか？やっぱり照明の地位は随分上がって、いい仕事をすれば認めてもらねえ。今は違うんじゃないですか？やっぱり照明の地位は随分上がって、いい仕事をすれば認めてもら

えるでしょう。えるでしょう。
4IPLP��ほんとに吉井さんの本を読むと、「ああ、今私たちが当たり前に照明でやっていることは、全部吉井さ

んが作ってきてくれたんだな」ということがあらためてわかりました。
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１１. 演出家浅利慶太との思い出

4IPLP��それで、吉井さんは、様々な有名な演出家と運命の…
൷ॷ� �そうですねえ。そうですねえ。
4IPLP��出会いをなされたくさんのお仕事をしていらしたんですけれども、それぞれの演出家の仕事の違いとか

どういう風に？吉井さんの方もアプローチも違ったと思うんですけれども。まずは浅利慶太さんから。
൷ॷ� �浅利慶太は、本を読んでいただければ書いてあるんですけれども、彼は慶応高校、僕は石神井高校、そ浅利慶太は、本を読んでいただければ書いてあるんですけれども、彼は慶応高校、僕は石神井高校、そ

れでその二つの高校が一緒に芝居をやろうと言って、お見合いみたいに集まったことがあったんです。れでその二つの高校が一緒に芝居をやろうと言って、お見合いみたいに集まったことがあったんです。
で、その時に慶応でいたのが、浅利、日下武史、それから作曲家の林光。で、その時に慶応でいたのが、浅利、日下武史、それから作曲家の林光。

4IPLP��高校生ですよね？
൷ॷ�   高校。僕らは、僕と水島弘、井関一、それからあと、後に毎日新聞へ行った諏訪正とかね、それぞれ何高校。僕らは、僕と水島弘、井関一、それからあと、後に毎日新聞へ行った諏訪正とかね、それぞれ何

人かで運営委員みたいな準備を作って一緒に芝居をやろうとなって。で、その時に慶応の連中はすでに人かで運営委員みたいな準備を作って一緒に芝居をやろうとなって。で、その時に慶応の連中はすでに
、学生服を着て、髪の毛を伸ばして。僕らはいがぐり頭で、まあ、みっともない格好をしていたんだけ、学生服を着て、髪の毛を伸ばして。僕らはいがぐり頭で、まあ、みっともない格好をしていたんだけ
ど、彼らは（帽子を）外す時に髪の毛がパッとこう、顔にかかったやつをスッと、こう（顔にかかったど、彼らは（帽子を）外す時に髪の毛がパッとこう、顔にかかったやつをスッと、こう（顔にかかった
髪を上に払う仕草で）。髪を上に払う仕草で）。

4IPLP��ああー、慶応ですからね。慶応ボーイ。（笑）
൷ॷ�   うん、もう洒落てる感じがした。（笑）まあそれで、その話のあと、僕らは方舟（はこぶね）っていううん、もう洒落てる感じがした。（笑）まあそれで、その話のあと、僕らは方舟（はこぶね）っていう

劇団を作ったんですね。石神井（高校出身）の大学生と、それから東大へ行ったやつが中心になって、劇団を作ったんですね。石神井（高校出身）の大学生と、それから東大へ行ったやつが中心になって、
それで日下（武史）がその客演に行ったりなんかして、そういうことをやっていて数年経った時に、当それで日下（武史）がその客演に行ったりなんかして、そういうことをやっていて数年経った時に、当
時の西武新宿線っていうのは、終点が高田馬場で、山手線から高田馬場で終電に乗り換えてた。で、僕時の西武新宿線っていうのは、終点が高田馬場で、山手線から高田馬場で終電に乗り換えてた。で、僕
は当時は遠山（静雄）先生や大庭（三郎）先生に私淑して日劇やなんかに通ってたんですね。で、夜遅は当時は遠山（静雄）先生や大庭（三郎）先生に私淑して日劇やなんかに通ってたんですね。で、夜遅
く、その終電のホームで（電車を）待っていると、後ろからぽんぽんと肩を叩く奴がいて、誰だ？ってく、その終電のホームで（電車を）待っていると、後ろからぽんぽんと肩を叩く奴がいて、誰だ？って
振り向くと浅利で、「君、今何をしてるの？」っていうから「日劇でバレエの仕事してる」と言って、「振り向くと浅利で、「君、今何をしてるの？」っていうから「日劇でバレエの仕事してる」と言って、「
君は何をやってるの？」と聞いたら、「僕は今、七曜会で音響効果の助手をやってるんだ。いつか芝居君は何をやってるの？」と聞いたら、「僕は今、七曜会で音響効果の助手をやってるんだ。いつか芝居
を一緒にしたいね」なんて話をしてました。を一緒にしたいね」なんて話をしてました。

4IPLP��すごいですね。駅のプラットホームで？
൷ॷ� �終電車を待つ列ん中で。それが 3回くらいあった。終電車を待つ列ん中で。それが 3回くらいあった。
4IPLP� それは何なんでしょうか。
൷ॷ�   うーん、そりゃ運命ですよ、うーん、そりゃ運命ですよ、
4IPLP��運命の出会い。
൷ॷ� �それがなかったら、僕は劇団四季へおそらく入ってないね。それがなかったら、僕は劇団四季へおそらく入ってないね。
4IPLP��でも、その高校のその浅利さんの周りにいる方も、吉井さんの高校の周りにいる方もすごいメンバーじ

ゃないですか。
൷ॷ� �うん。うん。
4IPLP��これもまた運命ですよね、きっと。
൷ॷ� �そう、でもね、石神井高校の中で、ほんとプロの芝居にそう、でもね、石神井高校の中で、ほんとプロの芝居に

いったのは、僕と水島と井関と、３人だけ。いったのは、僕と水島と井関と、３人だけ。
4IPLP��３人だけって、３人もいればすごいことじゃないですか。

また、浅利さんの方も金森さんと。
൷ॷ� �そうですね。あ、いや金森とはその後、うん。そうですね。あ、いや金森とはその後、うん。
4IPLP� だから、すごいなあと思って。
൷ॷ� �でもね、その高田馬場の出会いはね、本当にこれはね、運命的ですね。でもね、その高田馬場の出会いはね、本当にこれはね、運命的ですね。
4IPLP��それがここまで続いているわけですからね。
൷ॷ� �うん。それがなかったら僕のプロの道はないですよ。うん。それがなかったら僕のプロの道はないですよ。
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4IPLP��演出家としてはどうなんでしょうか。浅利さんは。
൷ॷ�   演出家としてはね、彼の主な関心は台詞、つまり（浅利は）台詞の名手だな。演出家としてはね、彼の主な関心は台詞、つまり（浅利は）台詞の名手だな。
4IPLP��それはとっても有名な話ですね。
൷ॷ� �それから台詞の中に込める、その脚本（ほん）のニュアンス、そういったことは本当に彼は怖かった。それから台詞の中に込める、その脚本（ほん）のニュアンス、そういったことは本当に彼は怖かった。
4IPLP��厳しかった。
൷ॷ�   うん。で、照明についてはね、一言も言わなかったんじゃないかな。うーん、だから、好き勝手やってうん。で、照明についてはね、一言も言わなかったんじゃないかな。うーん、だから、好き勝手やって

た。（笑）た。（笑）
4IPLP��好き勝手やってた！
൷ॷ�   だから、今から考えると慙愧の至りですよ。かなりひどいこともやっていた。だから、今から考えると慙愧の至りですよ。かなりひどいこともやっていた。
4IPLP��どういうひどいことをやってしまったんですか？
൷ॷ� �ジロドウの芝居に、紫だとか黄色だとかそういう光を使っていた。で、それはなぜやったかというと、ジロドウの芝居に、紫だとか黄色だとかそういう光を使っていた。で、それはなぜやったかというと、

それはジロドウよりもアヌイって作家に対して。で、このアヌイの脚本（ほん）というのは、ある種のそれはジロドウよりもアヌイって作家に対して。で、このアヌイの脚本（ほん）というのは、ある種の
二元論で、人生に対して非常に純粋なグループと、それから非常に汚い、お互いの人生で一番ギリギリ二元論で、人生に対して非常に純粋なグループと、それから非常に汚い、お互いの人生で一番ギリギリ
なところで生きてるグループと対立みたいないうところがあったんですね。で、僕は、それをつまり芝なところで生きてるグループと対立みたいないうところがあったんですね。で、僕は、それをつまり芝
居だけではなくて、光で表したいというんで。その色の違いを芝居の中で。で、それをジロドウに引用居だけではなくて、光で表したいというんで。その色の違いを芝居の中で。で、それをジロドウに引用
したんですけど、ジロドウはそんな単純に二元論じゃないんですよね。したんですけど、ジロドウはそんな単純に二元論じゃないんですよね。

4IPLP��でも浅利さんはそのことには一言も言わなかった？
൷ॷ� �何も言わなかった。何も言わなかった。
4IPLP� それは吉井さんは自分で後から？
൷ॷ� �僕はその時はいいと思ったんだけど、後年何十年か経って…僕はその時はいいと思ったんだけど、後年何十年か経って…
4IPLP��わかった？
൷ॷ� �わかった。あれはひどいことをやっていたな、と。で、だけども、本にも書いたんですけど、芥川賞作わかった。あれはひどいことをやっていたな、と。で、だけども、本にも書いたんですけど、芥川賞作

家の丸谷才一さんが、僕が賞をもらった（2002 年旭日小綬章を受章）祝辞で、そのことを言ったんで家の丸谷才一さんが、僕が賞をもらった（2002 年旭日小綬章を受章）祝辞で、そのことを言ったんで
すよ、つまり「彼は早くから、そういうヨーロッパ演すよ、つまり「彼は早くから、そういうヨーロッパ演
劇のバロックなところを意識していたんじゃないか」劇のバロックなところを意識していたんじゃないか」
という風に救ってくださった。だから、ああ、丸谷さという風に救ってくださった。だから、ああ、丸谷さ
んは見ていてくれたんだなと僕は思いましたね。だかんは見ていてくれたんだなと僕は思いましたね。だか
ら、誰がみているかわからない。ら、誰がみているかわからない。

4IPLP� だから、いい仕事を一つずつしましょうと。
൷ॷ� �そう、一生懸命にやらなきゃいけない。そう、一生懸命にやらなきゃいけない。
4IPLP��でも、浅利さんとは一番長いですよね？
൷ॷ�   一番長いですね。だから結局、最初に始めたのは「ア一番長いですね。だから結局、最初に始めたのは「ア

ルデール、または聖女」というアヌイの芝居で、最後ルデール、または聖女」というアヌイの芝居で、最後
は「アンドロマック」というラシーヌの芝居ですよね。だから浅利で始まって、浅利に終わったんですは「アンドロマック」というラシーヌの芝居ですよね。だから浅利で始まって、浅利に終わったんです
よね。その間、僕らは喧嘩もし。よね。その間、僕らは喧嘩もし。

4IPLP��喧嘩もたくさんしたし。
൷ॷ� �僕、1500 本以上仕事やってるけど、浅利（演出）でやったのは 10％ないんですよ。僕、1500 本以上仕事やってるけど、浅利（演出）でやったのは 10％ないんですよ。
4IPLP��ないですか。ふーん…。
൷ॷ�   うん。うん。
4IPLP� そうですか。で、喧嘩もたくさん。
൷ॷ�   たくさんしたよ。何度か決定的な、口もきかないっていう（時が）3年ぐらい。たくさんしたよ。何度か決定的な、口もきかないっていう（時が）3年ぐらい。
4IPLP��なんか３年間、口きかなかったって聞いたんですけど（笑）
൷ॷ� �舞台稽古も口をきかない仕事、やった。（笑）舞台稽古も口をきかない仕事、やった。（笑）
4IPLP��すごいですね。
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１２. 市川猿之助（三代目）との仕事

4IPLP� 次は市川猿之助（三代目）さん。これも吉井さん…
൷ॷ�   僕はね、彼は尊敬しますね。あれはね、歌舞伎役者というのはね、で演出をやる人は多いけれど、本当僕はね、彼は尊敬しますね。あれはね、歌舞伎役者というのはね、で演出をやる人は多いけれど、本当

の意味で演出家と言えるのは猿之助ただ一人だけ。の意味で演出家と言えるのは猿之助ただ一人だけ。
4IPLP� ただ一人だけ？
൷ॷ� �うん。あの人はプロの上に、それから志。芝居に対する、それは頭が下がりますよ。それからもう一つうん。あの人はプロの上に、それから志。芝居に対する、それは頭が下がりますよ。それからもう一つ

はね、あの時スーパー歌舞伎という例にないことをやって、ムービングを何十台と使ったんですよ。そはね、あの時スーパー歌舞伎という例にないことをやって、ムービングを何十台と使ったんですよ。そ
の明かり合わせっていうのが延々時間がかかるんですよ。朝の４時まで。明り合わせだけやったら。その明かり合わせっていうのが延々時間がかかるんですよ。朝の４時まで。明り合わせだけやったら。そ
れをずっと彼は一言も言わず付き合ってんだね。れをずっと彼は一言も言わず付き合ってんだね。

4IPLP��すごいですね。
൷ॷ�   彼は、でも客席に椅子を向彼は、でも客席に椅子を向

けて台本を叩く。それで一けて台本を叩く。それで一
言も言わないでずっといた言も言わないでずっといた
だから彼がいるから役者はだから彼がいるから役者は
随分不満があるだろうと思随分不満があるだろうと思
うけども、一言も文句を言えうけども、一言も文句を言え
なかった。で、僕は彼に一なかった。で、僕は彼に一
度「こんな明り合わせやっ度「こんな明り合わせやっ
てて役者は大変だろう」と。てて役者は大変だろう」と。
もうあの野郎と思ってるだもうあの野郎と思ってるだ
ろうと思うから。反逆しそうだったから。ろうと思うから。反逆しそうだったから。

4IPLP��それはあの、どうぞ帰ってくださいって言っても帰らないわけですよね？
൷ॷ� �帰ってくださいという…帰ってくださいという…
൷ॷ＆ 4IPLP�   雰囲気じゃない！雰囲気じゃない！
4IPLP��もうずっとそこにいて？
൷ॷ� �それで明かり合わせが明け方の 4時頃終わって、はあ、お疲れ様、となった。じゃあこれから通し稽古それで明かり合わせが明け方の 4時頃終わって、はあ、お疲れ様、となった。じゃあこれから通し稽古

って。（笑）って。（笑）
4IPLP��うわあ…すっごいですね…。
൷ॷ� �これは人間的ではない、超これは人間的ではない、超

人的。ほんとに彼は尊敬す人的。ほんとに彼は尊敬す
るな。それだから、ミュンるな。それだから、ミュン
ヘンで 3 回もオペラやったヘンで 3 回もオペラやった
んじゃないですか。だから、んじゃないですか。だから、
スーパー歌舞伎で、舞台装スーパー歌舞伎で、舞台装
置を原寸で稽古場へ作って。置を原寸で稽古場へ作って。

4IPLP��原寸で。
൷ॷ� �うん。うん。
4IPLP� おおー。
൷ॷ� �それで明かり合わせを全部やって、転換稽古を朝までやって、それから稽古をやる。そういうことを彼それで明かり合わせを全部やって、転換稽古を朝までやって、それから稽古をやる。そういうことを彼

はピーッと言った。はピーッと言った。
4IPLP��うーん、すごい方。
൷ॷ� �惜しい人をまあ、なくした（現役として）んだよね、実はねえ。病を得て（2020 年 2 月現在、なお療惜しい人をまあ、なくした（現役として）んだよね、実はねえ。病を得て（2020 年 2 月現在、なお療

養中）。まあ、だから彼の結局、スーパー歌舞伎で上演してないのが二つくらいあるんですよ。養中）。まあ、だから彼の結局、スーパー歌舞伎で上演してないのが二つくらいあるんですよ。



23

4IPLP��そうですか。
൷ॷ� �宮沢賢治の銀河鉄道（の夜）だとかね、それからギルガメシュとか。残念ですよ、それはほんとに。宮沢賢治の銀河鉄道（の夜）だとかね、それからギルガメシュとか。残念ですよ、それはほんとに。
4IPLP��あの私も数少なく、ちょこっと吉井さんの助手の助手で猿之助さんを垣間見たことがあるんですけど、

ミュンヘンで影のない女をやっていた時、ちょこっとみたことがあるんですけど、何か 24 時間お芝居
考えてる方という。

൷ॷ� �無駄話がない。無駄話がない。
4IPLP��ねえ。本当にピュアな方で、芝居以外のことは考えない方だと。
൷ॷ� �芝居の話しかしないんだもん。あとは旅行の話。たまに。芝居の話しかしないんだもん。あとは旅行の話。たまに。
4IPLP��ああ、もうほんとにそれ（芝居）だけ、みたいな。
൷ॷ� �毎日、考えてる。毎日、考えてる。
4IPLP��今はそういう演出家いないですね。
൷ॷ�   いないですね。だから彼がいなくなった損失というのは…いないですね。だから彼がいなくなった損失というのは…
4IPLP��大きいですね。
൷ॷ�   歌舞伎だけではなく、日本の演劇界には、本当に大きい。歌舞伎だけではなく、日本の演劇界には、本当に大きい。
4IPLP��吉井さんはスーパー歌舞伎はほとんどやられてますよね。
൷ॷ 全部。全部。
4IPLP  全部！
൷ॷ� �うん。うん。
4IPLP� わかりました。
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１３. 蜷川幸雄との仕事

4IPLP��今、お話を聞いてくると皆さん亡くなってるんですけど、蜷川幸雄さんの話。蜷川さんも亡くなってい
るんですけど（苦笑）。

൷ॷ� �蜷川ですか。これも運命的な出会い。蜷川ですか。これも運命的な出会い。
4IPLP��これも運命的な出会い。はい。
൷ॷ� �つまり、あれはある時、僕が東宝へ出ていく、と。で、これはね、本当の企画は、フランコ・ゼフィレつまり、あれはある時、僕が東宝へ出ていく、と。で、これはね、本当の企画は、フランコ・ゼフィレ

ッリ…ッリ…
4IPLP� あ！有名な演出家ですね？
൷ॷ�   オペラとか映画なんかを作ってる。その人に東宝は検討した。ところが、スケジュールが合わなくて三オペラとか映画なんかを作ってる。その人に東宝は検討した。ところが、スケジュールが合わなくて三

ヶ月くらい前になって断ってきた。で、東宝が誰にしようかなと。ヶ月くらい前になって断ってきた。で、東宝が誰にしようかなと。
4IPLP��三ヵ月前なんて直前ですもんね。
൷ॷ�   うん、探した。で、その結果、当時アングラで活躍してた蜷川に矢を。うん、探した。で、その結果、当時アングラで活躍してた蜷川に矢を。
4IPLP� 本当に矢ですよね、これね。蜷川さんはその頃ま

だ売れない役者で。
൷ॷ� �そう。そう。
4IPLP� アンダーグランドの映画館で、劇団持って蟹江（

敬三）さんなんかと芝居なさって。私もちょっと
見ました。一回ぐらいは。ものすごい抜擢ですよ
ね。

൷ॷ� �そうです。そうです。
4IPLP� アングラから帝国劇場。
൷ॷ� �だからあれはね、えー、日生（劇場）です。だからあれはね、えー、日生（劇場）です。
4IPLP� 日生？
൷ॷ� �あれはね、あの頃の東宝というのは面白い人材が演劇部にたくさんいたんですよ。で、渡辺保（わたなあれはね、あの頃の東宝というのは面白い人材が演劇部にたくさんいたんですよ。で、渡辺保（わたな

べたもつ）っていう歌舞伎評論家がいるでしょ？べたもつ）っていう歌舞伎評論家がいるでしょ？
4IPLP��はい、はい！
൷ॷ� �彼が企画室にいて。彼が企画室にいて。
4IPLP��ほおー。
൷ॷ� �それから中根公夫（なかねただお）っていうプロそれから中根公夫（なかねただお）っていうプロ

デューサー、デューサー、
4IPLP� はい。大プロデューサー。
൷ॷ� �パリのオペラ座へ留学したやつ。パリのオペラ座へ留学したやつ。
4IPLP��おおー。
൷ॷ� �それから東大のギリシャ悲劇研究会にいた小坂（それから東大のギリシャ悲劇研究会にいた小坂（

小坂弘治こさかこうじ）、これは博多座の支配人をやったやつ。それから宝塚劇場で支配人やった大河小坂弘治こさかこうじ）、これは博多座の支配人をやったやつ。それから宝塚劇場で支配人やった大河
内豪（おおこうちたけし）っていうのは、京都大学で大島渚なんかと映画研究会などをやっていた。そ内豪（おおこうちたけし）っていうのは、京都大学で大島渚なんかと映画研究会などをやっていた。そ
ういうね、演劇青年がごろごろいたんですよ。それで蜷川っていうのは、そういった雰囲気の中で、渡ういうね、演劇青年がごろごろいたんですよ。それで蜷川っていうのは、そういった雰囲気の中で、渡
辺保が…辺保が…

4IPLP� 見つけてきた？
൷ॷ� �面白いと。それで、あの時に、渡辺が蜷川にするか鈴木忠志にするか。面白いと。それで、あの時に、渡辺が蜷川にするか鈴木忠志にするか。
4IPLP� あ、良かったですねえ！蜷川さんで。
൷ॷ�   蜷川で良かった。鈴木忠志だったら、もう、労演に沈んでお終いだった。蜷川で良かった。鈴木忠志だったら、もう、労演に沈んでお終いだった。
4IPLP� フーム、そうですか。



25

൷ॷ�   そうです。それで…そうです。それで…
4IPLP��吉井さんはそれで、どうして？
൷ॷ� �だから僕は、そもそもフランコ・ゼフィレッリの時に東宝に頼まれて、で、ゼフィレッリというのは装だから僕は、そもそもフランコ・ゼフィレッリの時に東宝に頼まれて、で、ゼフィレッリというのは装

置から衣裳から照明から全部やるから、僕がやることはないと言って断った。でも東宝としては、この置から衣裳から照明から全部やるから、僕がやることはないと言って断った。でも東宝としては、この
先はやってくれと言う。じゃあ、そのプロデューサーが帰ってきてから、もう一回話しよう。わからな先はやってくれと言う。じゃあ、そのプロデューサーが帰ってきてから、もう一回話しよう。わからな
いから。蜷川が引き受けるか。そしたら、蜷川にしたと。いから。蜷川が引き受けるか。そしたら、蜷川にしたと。

4IPLP��ああ…
൷ॷ� �それで装置は朝倉摂、で、衣裳は小峰リリー。それで装置は朝倉摂、で、衣裳は小峰リリー。
4IPLP��ああ、もう周りは一流スタッフでやってて…
൷ॷ� �ところがね、朝倉さんだけが蜷川の指定だった。ていうのは、蜷川が知ってるスタッフっていうのは ところがね、朝倉さんだけが蜷川の指定だった。ていうのは、蜷川が知ってるスタッフっていうのは 

朝倉さんしかいなかった。朝倉さんしかいなかった。
4IPLP��吉井さんは、（当時）蜷川さんと聞いても全然知らないんですよね？
൷ॷ�   全然知らない。全然知らない。
4IPLP��そういう時はどういう感じですか。
൷ॷ� �だからね、蜷川はね、もうまるでハリネズミ。だからね、蜷川はね、もうまるでハリネズミ。
4IPLP��ハリネズミ！
൷ॷ�   …ていう感じで稽古へ現れた。誰も知ってる奴がいないじゃないですか。…ていう感じで稽古へ現れた。誰も知ってる奴がいないじゃないですか。
4IPLP��でも彼としては馬鹿にされちゃっても…
൷ॷ� �大変。ていうんで、灰皿をぶん投げ、役者を怒鳴り、でも幸四郎（当時現松本白鸚）には何も言わず、大変。ていうんで、灰皿をぶん投げ、役者を怒鳴り、でも幸四郎（当時現松本白鸚）には何も言わず、

中野良子はズタボロにして。彼女はもう、半分神経症にかかっちゃって、顔にできものができるくらい中野良子はズタボロにして。彼女はもう、半分神経症にかかっちゃって、顔にできものができるくらい
蜷川にいじめられて。蜷川にいじめられて。

4IPLP��吉井さんは、そういう時はどう思いましたか？蜷川さんが怒鳴り、灰皿を投げ（た時は）…
൷ॷ�   いや、もう、精一杯頑張ってやって下さい、と。（笑）彼が特徴的だと思ったのは、（スタッフ会議の）いや、もう、精一杯頑張ってやって下さい、と。（笑）彼が特徴的だと思ったのは、（スタッフ会議の）

最初にイタリア映画の「サテリコン」（フェデリコ・フェリーニ 1962 年製作）を実写で見せたんです。最初にイタリア映画の「サテリコン」（フェデリコ・フェリーニ 1962 年製作）を実写で見せたんです。
4IPLP��全員に？
൷ॷ� �全員に。僕の視覚的なイメージはこれです、と。だから、それ以外の具体的な打ち合わせというのはな全員に。僕の視覚的なイメージはこれです、と。だから、それ以外の具体的な打ち合わせというのはな

かったんですよね。だから朝倉さんがそれを元にして何かカタコンベみたいな、五層の壁をこう作ったかったんですよね。だから朝倉さんがそれを元にして何かカタコンベみたいな、五層の壁をこう作った
でしょ。でしょ。

4IPLP�  吉井さんは、蜷川さんはすごく怒鳴ったりとかする方なんですけれども、吉井さんは一度もそういう注
文を出されたことがないって聞きましたけど。びっくりしたんですけども。

൷ॷ� �それは誰に？それは誰に？
4IPLP��蜷川さんが吉井さんに対して。
൷ॷ� �ああ、全然。ああ、全然。
4IPLP��ないですよね？
൷ॷ� �全く。全く。
4IPLP��吉井さんがやりたいようにやってOKという。
൷ॷ�   ロミオとジュリエットでは、蜷川はね、ひたすら感心していたんじゃないかな。つまり、彼が見たことロミオとジュリエットでは、蜷川はね、ひたすら感心していたんじゃないかな。つまり、彼が見たこと

もない視覚的な世界を、照明で出してる。ああ、こういうこともできるんだっていう感じで見ていた。もない視覚的な世界を、照明で出してる。ああ、こういうこともできるんだっていう感じで見ていた。
だから、（振付の）カンダ・アキコが何を言おうとも「僕はいいと思います」という感じだったんです。だから、（振付の）カンダ・アキコが何を言おうとも「僕はいいと思います」という感じだったんです。

4IPLP� だから蜷川さんにとっては、吉井さんがいたから具体的に（出来た）…
൷ॷ� �僕が出してきたものを、「ああ、こういう世界があるんだ」という風に見ていた。僕が出してきたものを、「ああ、こういう世界があるんだ」という風に見ていた。
4IPLP��だからそれを利用して。
൷ॷ�   そう。だからそういうことでいうと、蜷川に与えた影響ってのは、すごく大きかった。そう。だからそういうことでいうと、蜷川に与えた影響ってのは、すごく大きかった。
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１４. 佐藤信との仕事

4IPLP��それで、最後に私の師匠である佐藤信さん。
൷ॷ� �うん。うん。
4IPLP��演出家の。佐藤信さんは久留米シティプラザの芸術監督 (実際は久留米市の参与、アドバイザーとして

の関わり )もやりました。元黒テント、今でも黒テントの演出家で。私がこの吉井さんと知り合いにな
ったのは、佐藤信さんが私が黒テントにいたので、吉井さんと今度オペラをやるから、照明の助手の助
手の助手でちょっと来なさいということで、吉井さんとお会いすることができた。それで、佐藤信さん
は黒テントという劇団の演出家だったんですけれども、オペラを始めて、オペラを何度か吉井さんと一
緒にやった。あの、佐藤信さんは大変照明にうるさい演出家なんですけれども。

൷ॷ� �でも、彼も言わなかった。でも、彼も言わなかった。
4IPLP��言わなかった？それがちょっと信じられないんですけれども。どういうことなんでしょうか。
൷ॷ� �それはね。僕はやっぱりつまりオペラに耽溺して、TBS 時代に、舞台の照明をやれない時に、オペラそれはね。僕はやっぱりつまりオペラに耽溺して、TBS 時代に、舞台の照明をやれない時に、オペラ

のレコードや演奏会のレコードばっかり聴いていたんです。のレコードや演奏会のレコードばっかり聴いていたんです。
4IPLP��本に書いてありますね。ずうっと聴いていたと。
൷ॷ� �だからおそらくあの時代のスタッフの中でオペラについて一番知識を持っていたのは僕かもしれない。だからおそらくあの時代のスタッフの中でオペラについて一番知識を持っていたのは僕かもしれない。

演出家を除いて。だから、たとえば佐藤信にも…でもね、佐藤信はね、僕が唯一（一緒に）やりたいと演出家を除いて。だから、たとえば佐藤信にも…でもね、佐藤信はね、僕が唯一（一緒に）やりたいと
思った演出家なんですよ。っていうのは、彼は室内歌劇場をやって、そこでモンテヴェルディの「ウリ思った演出家なんですよ。っていうのは、彼は室内歌劇場をやって、そこでモンテヴェルディの「ウリ
ッセの帰還」とか、それからプッチーニの、だったかな？何本かやって、僕、その演出を観てすごく感ッセの帰還」とか、それからプッチーニの、だったかな？何本かやって、僕、その演出を観てすごく感
激して、こういう人と仕事をしたいと。だからあの人は、仕事を一緒にやりたいと思った数少ない演出激して、こういう人と仕事をしたいと。だからあの人は、仕事を一緒にやりたいと思った数少ない演出
家の一人。家の一人。

4IPLP��じゃ、吉井さんの方からアプローチなされた？
൷ॷ�   でもね、幸運なことに僕がアプローチしなくても、仕事が舞い込んで来た。でもね、幸運なことに僕がアプローチしなくても、仕事が舞い込んで来た。
4IPLP��舞い込んできた？おおー、やっぱりそういう…運命ですかね。
൷ॷ� �そうですねえ。そうですねえ。
4IPLP��自分がやりたいなと思ってると、向こうの方からからフワーッとくる。
൷ॷ� �でもね、ドビュッシーの「ペレアスとメリザンド」。あの中で、二人の恋人が暗い洞窟の中を歩いて、でもね、ドビュッシーの「ペレアスとメリザンド」。あの中で、二人の恋人が暗い洞窟の中を歩いて、

やっと明るい所までへ出て来た時に、黒幕から一文字から、（舞台上の全ての）黒い布が全部バーっとやっと明るい所までへ出て来た時に、黒幕から一文字から、（舞台上の全ての）黒い布が全部バーっと
飛んで（※上空にアップして視界から無くすこと）白くなって明るい世界になるっていう素敵な演出を飛んで（※上空にアップして視界から無くすこと）白くなって明るい世界になるっていう素敵な演出を
ミュンヘンの劇場でジャン・ピエール・ポネルという演出家がやったんですよ。僕はその話を（佐藤信ミュンヘンの劇場でジャン・ピエール・ポネルという演出家がやったんですよ。僕はその話を（佐藤信
に）お話ししたんです。に）お話ししたんです。

4IPLP� はい。
൷ॷ� �で、彼はそれに近いことをやったけどね。で、そういうこととか、だから僕が提出した…で、彼はそれに近いことをやったけどね。で、そういうこととか、だから僕が提出した…
4IPLP� したことを、信さんが使って。
൷ॷ� �（提出した）アイディアが、信が考えてないアイディアということが多かったんじゃないかな。（提出した）アイディアが、信が考えてないアイディアということが多かったんじゃないかな。
4IPLP� 吉井さんが観てる本数の方がきっと多いですからね。
൷ॷ� �だからね、それが何も言わなかった理由だと思う。だからね、それが何も言わなかった理由だと思う。
4IPLP��何も言わなかった理由なんですね。
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１５. 様々な人々との縁

4IPLP��今まで (演出家 )４人聞いて来ましたけど、ほとんど吉井さんがやることには、おまかせという。
൷ॷ� �僕はこうしろ、こうやれ、と言われたことは、だいたい 1度もないですね。言われたことがね、あるの僕はこうしろ、こうやれ、と言われたことは、だいたい 1度もないですね。言われたことがね、あるの

は歌舞伎かな。は歌舞伎かな。
4IPLP��歌舞伎？
൷ॷ�   市川海老蔵とか。古典歌舞伎。市川海老蔵とか。古典歌舞伎。
4IPLP��歌舞伎で言われるんですか？
൷ॷ� �それはね、僕はね、古典歌舞伎ってのは知識がないんですよ。だからやっぱりね、その調子がわからなそれはね、僕はね、古典歌舞伎ってのは知識がないんですよ。だからやっぱりね、その調子がわからな

い。それで僕の照明って暗いじゃない？大体が。で、歌舞伎の役者は彼らの好きにやるじゃないですかい。それで僕の照明って暗いじゃない？大体が。で、歌舞伎の役者は彼らの好きにやるじゃないですか
だから、もっと明るくしてくださいってことはよく言われましたね。だから、もっと明るくしてくださいってことはよく言われましたね。

4IPLP��なるほど、わかりました。それであの、今ちょっとオペラの「（マダム・）バタフライ」と、それから
いろんな商業演劇とか、ま、蜷川さんだって商業演劇ですけどね。で、吉井さんがオペラとか演劇とか
商業演劇とか、アプローチってまた違うと思うんですけども、何かオペラと他の舞台の違いみたいなも
のは決定的にありますか？吉井さんはオペラが大好きですけれど。

൷ॷ� �決定的な違いはですね。決定的な違いはですね。
4IPLP��はい、違いますか？
൷ॷ�   でもまず、つまりオペラというのは演っても公演日数が少ない、報酬は安い、食えない、という、それでもまず、つまりオペラというのは演っても公演日数が少ない、報酬は安い、食えない、という、それ

がまず決定的に違う。商業演劇と比べれば。それで稽古も長いでしょう？がまず決定的に違う。商業演劇と比べれば。それで稽古も長いでしょう？
4IPLP��長い。うーん。
൷ॷ� �それから考えることがまるで違う。つまり…それから考えることがまるで違う。つまり…
4IPLP��照明に対する考え方ですか？
൷ॷ� �やっぱり台本と（オペラの）スコア（楽譜）というのが、かなり大きな存在として動かしがたいものとやっぱり台本と（オペラの）スコア（楽譜）というのが、かなり大きな存在として動かしがたいものと

してあるじゃないですか。で、商業演劇の台本ってのは、かなりいい加減なところがあるじゃないですしてあるじゃないですか。で、商業演劇の台本ってのは、かなりいい加減なところがあるじゃないです
か。極端なことを言えば、舞台稽古の前の日になって台本が出来てくるとかあるし。で、商業演劇は僕か。極端なことを言えば、舞台稽古の前の日になって台本が出来てくるとかあるし。で、商業演劇は僕
はね、非常に恩を被ったのはやっぱり松本白鷗ですよ。彼が「ロミオとジュリエット」で僕の照明を見はね、非常に恩を被ったのはやっぱり松本白鷗ですよ。彼が「ロミオとジュリエット」で僕の照明を見
てそれでその後彼がやる、まず「ラ・マンチャのてそれでその後彼がやる、まず「ラ・マンチャの
男」に僕を起用した。それから東宝で彼が出演し男」に僕を起用した。それから東宝で彼が出演し
た大河ドラマ（の舞台化作品）に僕を起用した。た大河ドラマ（の舞台化作品）に僕を起用した。

4IPLP� え！あ、そうなんですか？
൷ॷ�   「勝海舟」。「勝海舟」。
4IPLP��へえー。
൷ॷ� �で、それが契機で、東宝の商業演劇からそれこそで、それが契機で、東宝の商業演劇からそれこそ

怒涛の如く仕事が来たんですよ。怒涛の如く仕事が来たんですよ。
4IPLP��えーと、松本白鷗さんから東宝が始まったという

ことなんですか。そのつながりで蜷川さんですよ
ね。

൷ॷ� �蜷川は、だからうーん、それより先ですよ。「ロミオとジュリエット」から。で、幸四郎はそれに出て蜷川は、だからうーん、それより先ですよ。「ロミオとジュリエット」から。で、幸四郎はそれに出て
いた。いた。

4IPLP� あ、なるほど、そこから繋がったんですか。今、ちょっとその松本白鷗さんのお名前が出たので宣伝を
させていただきますが。吉井先生はまだ現役でして、再演ものだけはまだ付き合ってらっしゃるんです
ね。で「ラ・マンチャ」は最初にやったのは何年前ですか？

൷ॷ� �あれはだから、「ロミオ（とジュリエット）」の２年くらい前、1976 年？あれはだから、「ロミオ（とジュリエット）」の２年くらい前、1976 年？
4IPLP��すごい前ですね。40 年前？もっと前？
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൷ॷ� �僕がドイツに行ったのが 1973 年で帰って来たのが 74 年で、で「ロミオ～」をやったのが 74 年。僕がドイツに行ったのが 1973 年で帰って来たのが 74 年で、で「ロミオ～」をやったのが 74 年。
4IPLP��で、未だにやってるわけですね。その再演を。
൷ॷ�   「ラ・マンチャ～」の。そうです。「ラ・マンチャ～」の。そうです。

4IPLP��えーとですね、再演がございます。私もどこかで見に行きたいと思っているんですけれども（2019 年）
9月 7 日～ 12 日まで大阪のフェスティバルホール、仙台が 9月 21~23 日、愛知芸術劇場が 9月 27 日
～ 9月 29 日、東京帝国劇場で 10 月 5 日～ 27 日まで、吉井さんのお仕事でございます。「ラ・マンチ
ャの男」。はい。
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１６. 様々な仕事への関わり・こだわり

4IPLP��商業演劇は、台本なんかが違う、音楽と違う、でも吉井さんが一番照明をやりたいなと思うのは、やっ
ぱりオペラでなんですかね？

൷ॷ� �そうですね。一番好きだからね。そうですね。一番好きだからね。
4IPLP��オペラやってる時が一番やっぱりこう…
൷ॷ� �そう。ときめく。胸が。（笑）やっぱり音楽の力でしょうね。そう。ときめく。胸が。（笑）やっぱり音楽の力でしょうね。
4IPLP��やっぱり、生のオーケストラの力というのはあるんですかね。
൷ॷ� �だって僕の原点が日比谷公会堂？終戦前の。つまり劇場がなくて、バレエも全部、生のオーケストラでだって僕の原点が日比谷公会堂？終戦前の。つまり劇場がなくて、バレエも全部、生のオーケストラで

やっていた時に、ベートーヴェンとか、ラフマニノフのコンチェルト２番とか、チャイコフスキーの「やっていた時に、ベートーヴェンとか、ラフマニノフのコンチェルト２番とか、チャイコフスキーの「
悲愴」とか、ストラヴィンスキーの「ペトルーシュカ」とか、そういうのを全部、生で聞いたわけです悲愴」とか、ストラヴィンスキーの「ペトルーシュカ」とか、そういうのを全部、生で聞いたわけです
よ。その印象ってのがどれだけ大きかったか、ね。よ。その印象ってのがどれだけ大きかったか、ね。

4IPLP��あの、ここも (なみきホール )ね、音楽ホールなんですよ。それからもう一つ、有名なアクロス福岡と
かいういつもクラシックをやるホールがある。

൷ॷ� �ええ。ええ。
4IPLP��ただ、オペラはあんまり…
൷ॷ� �そうですね。そうですね。
4IPLP��なんか、どうなんでしょう？オペラは？
൷ॷ� �福岡は…福岡は…
4IPLP��オペラの市民劇場みたいなの、ないですか？
൷ॷ� �大分とかね、鹿児島、うーん、で、宮崎でもあるかな。僕、鹿児島でオペラの仕事をして。大分とかね、鹿児島、うーん、で、宮崎でもあるかな。僕、鹿児島でオペラの仕事をして。
4IPLP��ああ、そうですってね。お仕事なさってって仰ってました。
൷ॷ� �そう。そう。
4IPLP��それは、市民オペラですか？
൷ॷ� �そう。鹿児島オペラ（協会）っていう。そう。鹿児島オペラ（協会）っていう。
4IPLP��あー鹿児島オペラ？へえ。福岡はちょっと残念なことにオペラがないんですけれども…わかりました。

それから、吉井さんの仕事に対してのこだわりってのを聞きたいんですよ。
൷ॷ� �まず、ディテール。まず、ディテール。
4IPLP��ディテール？
൷ॷ�   うん。うん。
4IPLP� はい、ディテール、どういう？
൷ॷ� �忽せゆるがせにしない。たとえば、スポットがシンメトリーにあるんだら完全にシンメトリーにすると忽せゆるがせにしない。たとえば、スポットがシンメトリーにあるんだら完全にシンメトリーにすると

かね。細かいことだけど。かね。細かいことだけど。
4IPLP��細かい！（笑）さっきのね、壁当てもね、ずうっと壁の後ろにいましたからね。あの、他には？もう、

とにかくすごい厳密！はい。他には？女優さんとも…
൷ॷ�   あとはやっぱりね、時間に対するこだわり。あとはやっぱりね、時間に対するこだわり。
4IPLP��時間に対するこだわり？
൷ॷ�   その照明を例えば変化する時に、その変化の時間というものをどれだけ役者の芝居の息に…その照明を例えば変化する時に、その変化の時間というものをどれだけ役者の芝居の息に…
4IPLP��合わせるか。
൷ॷ� �あるいは音楽とか歌の言葉、そういったことを合わせていくこと、あるいは音楽とか歌の言葉、そういったことを合わせていくこと、
4IPLP��タイミングですよね。
൷ॷ� �タイミングだけでなくて、スピード。タイミングだけでなくて、スピード。
4IPLP��スピードとタイミング。
൷ॷ� �そう。タイム。それは、陽水もオペラも芝居も同じですよ。うん。そう。タイム。それは、陽水もオペラも芝居も同じですよ。うん。
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4IPLP��それから、何か女優さんを…
൷ॷ�   あとはね、女優を綺麗に見せるという。あとはね、女優を綺麗に見せるという。
4IPLP��綺麗に。（笑）これは是非皆さんに言ってほしいんですけど。皆さん照明作って（いく人たちなので）ポイ

ントだと思います。
൷ॷ�   だけどそれはね、まずは、その女優が自分のことを考えて照明をしてくれるんだと、やはり思ってくれないだけどそれはね、まずは、その女優が自分のことを考えて照明をしてくれるんだと、やはり思ってくれない

と。と。
4IPLP��なるほど。
൷ॷ� �やっぱり、スザンヌ・バーティッシュもそう思ったから。やっぱり、スザンヌ・バーティッシュもそう思ったから。
4IPLP� と思って、「ここ（頬）に当たってるのは、吉井さんが私を綺麗に見せるためなんだわ」っていう…。
൷ॷ� �と思ったんでしょうね。と思ったんでしょうね。
4IPLP��だから相手に、吉井さんがその明かりを作って、それが伝わるってことですよね。
൷ॷ�   そう、そういうことです。だから、コーちゃんもそうですよ。そう、そういうことです。だから、コーちゃんもそうですよ。
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１７. 越路吹雪との仕事－　演出家と口を利かなくても初日は開く

4IPLP��コーちゃんというのは、越路吹雪（こしじふぶき）さんという大変有名な。
൷ॷ� �コーちゃんは、僕が（照明を）やっていると ‘ 私を一番綺麗に見せてくれる ’ という風に思い込んでいたんコーちゃんは、僕が（照明を）やっていると ‘ 私を一番綺麗に見せてくれる ’ という風に思い込んでいたん

です。です。
4IPLP��吉井さんが明かりをつくってくれると、越路さんが一番綺麗に見える、と。
൷ॷ� �だから僕以外とは…だから僕以外とは…
൷ॷ＆ 4IPLP� �やらない。やらない。
4IPLP��すごいですね。そういう女優さんが何人も？
൷ॷ� �あと、カンダ・アキコ。あと、カンダ・アキコ。
4IPLP��カンダ・アキコ。あ、その、雨降って地固まる。
൷ॷ� �そうそう。そうそう。
4IPLP��（そういう）女優さん、たくさんいますね。
൷ॷ� �だから、浅利と喧嘩しても越路吹雪のリサイタルだだから、浅利と喧嘩しても越路吹雪のリサイタルだ

け僕がやってた。け僕がやってた。
4IPLP��（浅利さんと）３年間喧嘩して、口も利かなかったっておっしゃってたんですけど…
൷ॷ�   彼女（越路吹雪）が名指したから（依頼が）やってきた。彼女（越路吹雪）が名指したから（依頼が）やってきた。
4IPLP� その３年間の間に、リサイタルは毎年あるわけですよね。
൷ॷ� �ええ、そう。年に２回。ええ、そう。年に２回。
4IPLP� それを、口を利かないままやっていたんですか？
൷ॷ� �やってた。やってた。
4IPLP��ちょっと信じられないんですけど（笑）
൷ॷ� �だから舞台稽古の時に、金森馨という装置家が、僕のところに来て、「おい演出家が、吉井ちょっと暗いとだから舞台稽古の時に、金森馨という装置家が、僕のところに来て、「おい演出家が、吉井ちょっと暗いと

言ってる」と（笑）言ってる」と（笑）
4IPLP��それってすごい状態じゃないですか？舞台稽古中の

客席は。演出家が前にいて後ろに吉井さん？
൷ॷ�   5 列か 6列ぐらい空いてるけど、その間は全然もう5列か 6列ぐらい空いてるけど、その間は全然もう
4IPLP��しゃべらない？
൷ॷ� �全く。壁があって。全く。壁があって。
4IPLP� バリヤーがあって、で、金森さんが…
൷ॷ�   金森だけメッセンジャー（笑）…金森だけメッセンジャー（笑）…
4IPLP� メッセンジャー…すごいですね！それでも幕は開く

んですか？
൷ॷ�   開きますよ。開きますよ。
4IPLP��演出家と話をしなくて？それってすごいですね。浅利さんもすごいですけど、吉井さんもすごいし、越路吹

雪さんもすごい。
൷ॷ� �いや、コーちゃんはだからね、僕でなければやらないと言った。いや、コーちゃんはだからね、僕でなければやらないと言った。
� �だからそういうところがあるから浅利も許したんでしょうね、僕が照明やるのを。だからそういうところがあるから浅利も許したんでしょうね、僕が照明やるのを。
4IPLP��想像つきませんけどね。演出家と口利かないのに幕を開けちゃったと。
൷ॷ�   それはだから僕の若気のいたりですよ。それはだから僕の若気のいたりですよ。
4IPLP� すごいです。（笑）
൷ॷ� �今だったら謝ったです。今だったら謝ったです。
4IPLP� 謝った？
൷ॷ� �すみませんと（笑）すみませんと（笑）
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１８. 現場ではとても厳しい吉井さんでした

4IPLP��今はニコニコニコニコしてらっしゃるんですけれども、本当に今日ここに居る吉井組（県外各地から参加し
た子飼いのオペレーターたち）の方も信じられないのではないかと思いますけど。

൷ॷ� �いや、随分僕、ご迷惑をかけて。いや、随分僕、ご迷惑をかけて。
4IPLP��こんな、ニコニコニコニコ…
൷ॷ�   今夜一緒に、（ここにいる）何人今夜一緒に、（ここにいる）何人

かにお詫びをしなきゃいけないかにお詫びをしなきゃいけない
なと。（笑）なと。（笑）

4IPLP��（今の）吉井さんはホントに現場
で一緒に仕事をして来た者とし
ては信じられない !

൷ॷ�   怖くて？怖くて？
4IPLP� （一緒にお仕事）やっていても笑

うってことがなかったような気
がするんですけど。すごく怖か
ったです。ホントに吉井さん、
厳しくって、さっきも厳密とお
っしゃいましたけど本当に厳密で細かくて。フォロースポットもちゃんと吉井さんは全部決めてるんです。
6ピンくらい。これ取ったらこれアウトして（次は）これって。全部こう矢印（記号でインアウトが）で決
まってて。もちろん私たちも稽古みるんです。で、稽古見るんですけど、稽古見た時は衣裳着てないじゃな
いですか。だから衣裳着てないから、舞台稽古になってわからなくなって、カツラつけてて誰が誰かわから
なくて。で、（Qシートには）名前（役名）で書いてあって、取り間違えたりもするわけですよね、やっぱ
り。そうすると、吉井さんがインカムで「今のは誰だー！名を名乗れー！！」って吠えるんです。私たちは
ライオン丸とお呼びしていたんですけども。吉井さんは声大きくて、今はもう、ほんとに声小っちゃくなっ
てるんですけど、すごい声大きくて、通る声で、それがもうウォーっと吠えると劇場中が、うわあーって演
出家まで、もうワナワナ、ワナワナって。（笑）覚えてますか？吉井さん？

൷ॷ�   （小さな声で）覚えてます。（小さな声で）覚えてます。
4IPLP��はい。
൷ॷ� �僕はね、大原麗子の芝居かなんかやってる時に、声が大きくて、そしたら隣にね、森光子と誰かがいて「吉僕はね、大原麗子の芝居かなんかやってる時に、声が大きくて、そしたら隣にね、森光子と誰かがいて「吉

井さん、声が大きくて台詞が聞こえません」って（笑）文句言われたことがあった。井さん、声が大きくて台詞が聞こえません」って（笑）文句言われたことがあった。
4IPLP��吉井さん本当に声が大きかった。でもね、私はすごく学んだ大きなことがあって、私たちの仕事はまあ徹夜

と考えなければ夜 11 時とかに終わるわけですよね、私たちにも、すごくダメ出ししますけれども帰って、
私たちもちょっと作業したりする。で、吉井さんは吉井さんで次の日のことを考えて、色々自宅で作業され
てると思うんですよ。でも次の日来ると、とにかくまたダンディなんですよね、いつも。もう疲れて、なん
かこう、無精髭が生えてて服が乱れてて、みたいなことは一度もないんです。いつもスキッと来られてて。

൷ॷ� �そうでしたっけ？そうでしたっけ？
4IPLP��ひょ～っと来られて、もうダンディーでとってもお洒落で、あれはほんとに見習いたいなって。スタッフは

やっぱり美しくあるべきである。というのは吉井さんから私はすごく学んだような気がします。
൷ॷ�   いや、どうも。いや、どうも。
4IPLP��それからもう一つ、オペラの初日には必ず奥さんをお呼びになって、客席の真ん中で観てらっしゃる。ちゃ

んと背広を着て。これはできないですよ。私の知ってるデザイナーで、そういうことをやってる方一人もい
ません。吉井さんだけです。吉井さんはもう、堂々とそれをなさるっていうのが、素敵だなあって。女とし
て素敵だなと思います。

൷ॷ� �そりゃあ僕はね、ある意味やるべきだと思っていたんです。そりゃあ僕はね、ある意味やるべきだと思っていたんです。
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4IPLP��声を大にして言って下さい。
൷ॷ� �デザイナーは、舞台稽古までは戦闘服を着て一生懸命舞台裏を駆けずり回ってる。でも初日以降は手を離しデザイナーは、舞台稽古までは戦闘服を着て一生懸命舞台裏を駆けずり回ってる。でも初日以降は手を離し

て、客席で観る。て、客席で観る。
4IPLP� ふーん。それはだから舞台稽古までがデザイナーの仕事ってことなんですよね？
൷ॷ� �そうです、そうです。そうです、そうです。
4IPLP��そこから先はもうオペレーターに渡して。
൷ॷ� �全て。全て。
4IPLP��オペレーターを信用して。
൷ॷ� �もう自分の仕事ではない、と。もう自分の仕事ではない、と。
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１９. 奥様は吉井さんのファン第一号

4IPLP��やっぱりその、奥様をちゃんとお呼びになるというのは。
൷ॷ� �それはね、僕の妻というのは、僕の照明の発見者だったんです。それはね、僕の妻というのは、僕の照明の発見者だったんです。
4IPLP��え！？どういうことですか？
൷ॷ� �つまり、劇団四季のファンだったんです。つまり、劇団四季のファンだったんです。
4IPLP��ええっ？
൷ॷ� �で、芝居を観に来ていて、僕が一等最初にやった芝居で、新聞に誉められた最初の芝居が「ひばり」なんでで、芝居を観に来ていて、僕が一等最初にやった芝居で、新聞に誉められた最初の芝居が「ひばり」なんで

す。で、それを見にきて、僕の照明が素晴らしいというんで僕のファンの第 1号になったんです。す。で、それを見にきて、僕の照明が素晴らしいというんで僕のファンの第 1号になったんです。
4IPLP� ええー！初めて聞きました！
൷ॷ� �その女性と僕が結婚したんです。その女性と僕が結婚したんです。
4IPLP��ええー！それはどうやって奥様が吉井さんのファンになったってのがわかったんですか。
൷ॷ� �それはね、舞台稽古が終わった時にファンの交流会があって。それはね、舞台稽古が終わった時にファンの交流会があって。
4IPLP��あ、交流会。はいはい。
൷ॷ�   それで稽古が終わった後、色々話をするじゃないですか。その時に彼女が、照明が素晴らしいと言ってくれそれで稽古が終わった後、色々話をするじゃないですか。その時に彼女が、照明が素晴らしいと言ってくれ

たんです。たんです。
4IPLP��吉井さんとこにわざわざ来てくれた？
൷ॷ� �もうみんな一緒に（手で輪を示して）こういう風にね。もうみんな一緒に（手で輪を示して）こういう風にね。
4IPLP��ひゃあ～…。ファン第一号と結婚した。
൷ॷ� �そうです。（ニコニコと照れ隠しに回転椅子を左右に回しながら）だからそれはね、その恩義を感じているそうです。（ニコニコと照れ隠しに回転椅子を左右に回しながら）だからそれはね、その恩義を感じている

んですよ。それから僕が貧乏な時に、その、食えなくてどうにもなんないっていうんで、僕が結婚したのはんですよ。それから僕が貧乏な時に、その、食えなくてどうにもなんないっていうんで、僕が結婚したのは
テレビ局に入ってからだから , だけどまだその質屋から質札流しますってのは来たけどね。（妻から）あなテレビ局に入ってからだから , だけどまだその質屋から質札流しますってのは来たけどね。（妻から）あな
た何やってんの、みたいのもあったし、それから僕は、在研（文化庁芸術家在外研修員）で１年間ヨーロッた何やってんの、みたいのもあったし、それから僕は、在研（文化庁芸術家在外研修員）で１年間ヨーロッ
パ行っちゃってその間無収入で、うちに帰ったら 3万円しかなかったという。（笑）そういう時代をずっとパ行っちゃってその間無収入で、うちに帰ったら 3万円しかなかったという。（笑）そういう時代をずっと
耐えていてくれたことに対する感謝ってことはありますよね。耐えていてくれたことに対する感謝ってことはありますよね。

4IPLP��だから、その吉井さんの明かりを一番評価してくれる人だってことですね。だからちゃんと初日の場に呼ん
でご一緒にご覧になると。

൷ॷ� �そうです。そうです。
4IPLP��それは初めて聞きました。
൷ॷ� �そうです。そうです。
4IPLP� 私たちはスタッフだから吉井さんが見えますから、調光室とか、シーリングとか（から）。「あ、吉井さん、

奥様連れていらしてるな、いいな」と思ってましたけれども。はい。
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２０. 照明家として認められたきっかけ

4IPLP��ではですね、照明家の、電気屋さんと呼ばれてから明かり屋さんと呼ばれて今照明家と言われてますけれど
も、ステータスを上げるために（尽力）をしてきてくださったんですが、照明界で認められたというのはど
れくらいの時なんですか。

൷ॷ� �あのね、具体的には、日生劇場が入って、それであそこで芝居をやれるようになったけれども、僕に頼んであのね、具体的には、日生劇場が入って、それであそこで芝居をやれるようになったけれども、僕に頼んで
くるのは浅利慶太しかいなかったんですね。そうしたときに、宇野重吉氏が…くるのは浅利慶太しかいなかったんですね。そうしたときに、宇野重吉氏が…

4IPLP��民藝（の演出家）ですね？
൷ॷ� �アヌイの「ユリディス」っていう、「オルフェとユリディス」のユリディス。「愛の条件―オルフェとユリデアヌイの「ユリディス」っていう、「オルフェとユリディス」のユリディス。「愛の条件―オルフェとユリデ

ィス」という名前で日生がやったんですよ。で、（主演が）北大路欣也と、草間靖子、民藝の女優。それをィス」という名前で日生がやったんですよ。で、（主演が）北大路欣也と、草間靖子、民藝の女優。それを
上演した時に、初日のパーティーで僕の友人の一条（一条龍夫）という舞台美術家が、宇野さんが君と話を上演した時に、初日のパーティーで僕の友人の一条（一条龍夫）という舞台美術家が、宇野さんが君と話を
したいと言ってるからと言って、宇野重吉んとこへ連れて行ってくれたんです。そしたら宇野重吉が「君したいと言ってるからと言って、宇野重吉んとこへ連れて行ってくれたんです。そしたら宇野重吉が「君
の照明はなかなかよかったよ。」と。で、それはどういう照明かというと、ま、金森の装置はほとんど開帳の照明はなかなかよかったよ。」と。で、それはどういう照明かというと、ま、金森の装置はほとんど開帳
場だけで何にもなくて、そこへ光が、円形の光がこうアットランダムに落っこっていて、それで前には全面場だけで何にもなくて、そこへ光が、円形の光がこうアットランダムに落っこっていて、それで前には全面
紗幕で、オルフェが舞台奥から前に向かってずーっと歩いてくるんです。でも紗幕がある程度透けてるから 紗幕で、オルフェが舞台奥から前に向かってずーっと歩いてくるんです。でも紗幕がある程度透けてるから 
まるで（紗幕が）あるとはわからない。ところが舞台の端はなにきた時に、その紗幕に背後から光が当たるまるで（紗幕が）あるとはわからない。ところが舞台の端はなにきた時に、その紗幕に背後から光が当たる
。そうすると光の輪ができて、オルフェがぼやけてしまう。それで壁があることが初めてわかる。まあそう。そうすると光の輪ができて、オルフェがぼやけてしまう。それで壁があることが初めてわかる。まあそう
いう照明だった。それで、僕はそれは割とうまくいったと思っていたんだけど、そしたら宇野重吉が 「今日いう照明だった。それで、僕はそれは割とうまくいったと思っていたんだけど、そしたら宇野重吉が 「今日
の照明はなかなか良かった」と。「今度君、民藝でもやらないか」と言ってくれた。それが僕はおそらくね、の照明はなかなか良かった」と。「今度君、民藝でもやらないか」と言ってくれた。それが僕はおそらくね、
浅利慶太以外に、ちゃんと腕を認めてもらった第一号じゃないですかね。浅利慶太以外に、ちゃんと腕を認めてもらった第一号じゃないですかね。

4IPLP��ってことは四季の後、民藝に行って、それからそれが東宝とも繋がってくるんですか？
൷ॷ� �いや、東宝はもっとあとですね。いや、東宝はもっとあとですね。
4IPLP� そうですか。それは何歳くらいですかね？認められたのは、宇野さんに？
൷ॷ�   30 くらいじゃないかな。30 くらいじゃないかな。
4IPLP� 30 歳？だって吉井さん照明を始めたのは早いですよね。
൷ॷ� �そう、18。そう、18。
4IPLP��18 で始めたんですよね？そうか、30 歳で認められて、ピークは？
൷ॷ� �ピークという言い方は…ピークという言い方は…
4IPLP��おかしいですけど…
൷ॷ�   やっぱりね、2000 年にサー・ピーター・ホールという、サーの（称号が）付く演出家から手紙をもらって、やっぱりね、2000 年にサー・ピーター・ホールという、サーの（称号が）付く演出家から手紙をもらって、

どーんと…どーんと…
4IPLP�  やって下さいと。
൷ॷ�   言われた時はやりたいと思うでしょうね。これはやっぱり嬉しかったですよ。言われた時はやりたいと思うでしょうね。これはやっぱり嬉しかったですよ。
4IPLP� そうですか。
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２１. 回想―　タンタロス

4IPLP� （会場スタッフに）音楽入りのタンタロス流れますか？これも 6分ぐらいなんですけれども、吉井さんが出
てるとこだけを編集したのでぶつぶつって感じになるかもしれない。外国のプロダクションがどれだけ大き
いのかっていうことを。（映像流れる）これはアメリ
カのデンバーってところで 3ヵ月稽古をして、9時間
のお芝居で。

൷ॷ� �もう 1年間かかりきりでしたね。もう 1年間かかりきりでしたね。
4IPLP��吉井さんは 3ヶ月いらした？デンバーに？
൷ॷ� �いや、もう前後はずっと。ずっと行っていた。いや、もう前後はずっと。ずっと行っていた。
4IPLP��そこまで行っていた？
൷ॷ�   （映像を見て）サー・ピーター・ホール。（映像を見て）サー・ピーター・ホール。
4IPLP� 9 時間の芝居ですからね。この（映像の）中で吉井さ

んが色々インタビューを受けたりしています。…これ
、仮面を使ってるんですよね？

൷ॷ� �そうです。そうです。
൷ॷ� �これは劇場の中でコンピューターがあって製図板が有これは劇場の中でコンピューターがあって製図板が有

る部屋を一つもらったんだけど。（その部屋の中で打る部屋を一つもらったんだけど。（その部屋の中で打
ち合わせ中の映像流れる）ち合わせ中の映像流れる）

4IPLP��これはセットデザイナー？
൷ॷ�   そう。そう。
4IPLP��外国ではデザイナー室があるじゃないですか？
൷ॷ� �そう。そう。
4IPLP��こう、図面を描く板があって。
൷ॷ�   これはギリシャ人とね、デュオニソスを寿ぐステージですね。これはギリシャ人とね、デュオニソスを寿ぐステージですね。
4IPLP��ちゃんと（セットの）模型は作るんですよね。（出演者が水に飛び込む映像）
൷ॷ� �このせまい劇場でね、本水使って。このせまい劇場でね、本水使って。
4IPLP��でも加熱してぬるいお湯ですよね。
൷ॷ� �だいたい 1部が３時間くらい。土曜日曜は通しで、午だいたい 1部が３時間くらい。土曜日曜は通しで、午

前１１時開演で、終演が１１時くらい。前１１時開演で、終演が１１時くらい。
4IPLP��見る方も体力いりますね。
൷ॷ� �昼飯、晩飯つきで。これはね、このステージマネージ昼飯、晩飯つきで。これはね、このステージマネージ

ャー（Qを出す人）が全部（時間を）計算をしてやャー（Qを出す人）が全部（時間を）計算をしてや
るんですよ。照明や道具も。全部連なっているときはるんですよ。照明や道具も。全部連なっているときは
GOGOGOGO、と。あの最終水が出てくるのは、客GOGOGOGO、と。あの最終水が出てくるのは、客
席が暗転になって、その間に上から水を入れる。それをとちったこともないのに、ステージマネージャーが席が暗転になって、その間に上から水を入れる。それをとちったこともないのに、ステージマネージャーが
GOGOGOと、で、照明がとちって明かりが早くついてしまって、大惨事。GOGOGOと、で、照明がとちって明かりが早くついてしまって、大惨事。

4IPLP��1 年間もかかって稽古していたってことですか？
൷ॷ� �そう。1年以上じゃないかな。ここの劇場自体がマンションも持ってるしね。吉井さんは 65 歳の時でした。そう。1年以上じゃないかな。ここの劇場自体がマンションも持ってるしね。吉井さんは 65 歳の時でした。
4IPLP��食事しながらですよね？９時間ですから。お食事代もチケットに入って。
൷ॷ�   （映像を見て）頭が白くなっちゃったね、って言ってる（笑）（映像を見て）頭が白くなっちゃったね、って言ってる（笑）
4IPLP��きっかけが多いから（あかりを）作るのも大変じゃないですか。お疲れ様でした（笑）見ると疲れますね。

外国の仕事はああいう感じなんですけれども。
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２２. 照明界で女性を認める

4IPLP��次はですね、照明というか、舞台の裏側は男性社会でして、私は女性で長く男性社会で（やってきて）この
本を読んでちょっとびっくりしたんですが、吉井さんは日生劇場ができる時に、もうすでに、「女性がいつ
かオペレーターをすることがあるから、小さい調光機がいい」って、非常にサイリスタの調光機を入れるこ
とにこだわったというのを聞いて大変感動したんですけれども。私が吉井さんの好きなところの一つは、非
常にフェアーだというところです。吉井さんはたくさんの女性の方とお仕事して来ました。今は時代変わっ
て、私が（オペレーターを）やってたときは、女がこんな仕事やりやがってみたいな風潮があったんですが
今はもう女性がいなければ舞台は成り立たないですから、何かその、吉井さんが女性とお仕事なさったりと
か、女性のことについてずっと考えてきてくれたこととかをちょっとお話しください。

൷ॷ� �あのね、一等最初の日生（劇場）の時は、当時半導体の調光機を入れたいと思って、アメリカのパンフレッあのね、一等最初の日生（劇場）の時は、当時半導体の調光機を入れたいと思って、アメリカのパンフレッ
トを見たんです。トを見たんです。

4IPLP��パンフレットね。
൷ॷ�   調光卓の。調光卓の。
4IPLP��はい。
൷ॷ� �で、それは、こんな（50cm四方くらいの大きさを示して）小さな卓に、女性が向かってこうやって   （操で、それは、こんな（50cm四方くらいの大きさを示して）小さな卓に、女性が向かってこうやって   （操

作して）いる写真があった。それを日生の社長に見せて、こういう小型の調光機で、女性ができるような機作して）いる写真があった。それを日生の社長に見せて、こういう小型の調光機で、女性ができるような機
械にやっぱりしたいと言ったんですよ。械にやっぱりしたいと言ったんですよ。

4IPLP��それがすごいですよ。
൷ॷ�   いや、その時はね、女性のことを考えていたというよりは、そのパンフレットに魅せられた。（笑）でも、いや、その時はね、女性のことを考えていたというよりは、そのパンフレットに魅せられた。（笑）でも、

やがてそういう時代に…やがてそういう時代に…
4IPLP��今、そうなってるじゃないですか。
൷ॷ� �ね？なるだろうっていう。ね？なるだろうっていう。
4IPLP��だから、学生さんたちはその、昔が分からないから、その、こう（両手を広げて）…ね。
൷ॷ� �昔はこんな（興奮気味に両手を大きく広げて）筋交の中に入れないとね（納まらないような）、すごい（腕昔はこんな（興奮気味に両手を大きく広げて）筋交の中に入れないとね（納まらないような）、すごい（腕

で引き下ろしながら）レバーでさ。で引き下ろしながら）レバーでさ。
4IPLP��ねえ。そんな時にこう、小っちゃい（卓で）パチパチパチって（操作している）のを見て憧れてた？
൷ॷ� �そう。もう、将来絶対これだとは思った。でも、あれ日生でやった時（当時の大半の劇場）には全部がこんそう。もう、将来絶対これだとは思った。でも、あれ日生でやった時（当時の大半の劇場）には全部がこん

なレバーがだーっと 100 本ぐらい並んでいて、大の男が（端から端に）走って、それでこんな大きな（巨なレバーがだーっと 100 本ぐらい並んでいて、大の男が（端から端に）走って、それでこんな大きな（巨
大なハンドルを回す仕草で）のを回して。大なハンドルを回す仕草で）のを回して。

4IPLP��肉体労働ですよね。
൷ॷ� �そうです。だからね、女性は一人もいなかった。調光室には。そうです。だからね、女性は一人もいなかった。調光室には。
4IPLP� 潜水艦と呼ばれてたって聞いたんですけど、調光室のことを。
൷ॷ�   うん。でもね、やがて絶対こんな小さい卓になるだろうという信念はありましたね。うん。でもね、やがて絶対こんな小さい卓になるだろうという信念はありましたね。
4IPLP��でも、吉井さんはたくさんの女性の方とお仕事をしてきているんですけれども。
൷ॷ� �でも、最初はね劇団四季で最初に照明の女性が入って来た時にはね、セーラー服で来たんじゃないかな。　　  でも、最初はね劇団四季で最初に照明の女性が入って来た時にはね、セーラー服で来たんじゃないかな。　　  

（Shoko 、客席の吉井組の武井由美子を指す）（Shoko 、客席の吉井組の武井由美子を指す）
᱕ॷ� 違いますよ！
൷ॷ� �いや、彼女よりもっと前。（爆笑）いや、彼女よりもっと前。（爆笑）
4IPLP��セーラー服で。
൷ॷ� �セーラー服で。その当時はね、見てね、おいおい照明ができるのかいという感じではあった。だからやっぱセーラー服で。その当時はね、見てね、おいおい照明ができるのかいという感じではあった。だからやっぱ

り気を遣った。つまり脚立に登ろうとすると、やめなさい、男が登れと。それから、重いものは持つな、とり気を遣った。つまり脚立に登ろうとすると、やめなさい、男が登れと。それから、重いものは持つな、と
気を遣ってた。気を遣ってた。

4IPLP��気を遣ってた…
൷ॷ� �でもそれがね、月日が経つごとに女性がどんどん増えてくじゃない？そうすると気なんか遣ってられない。でもそれがね、月日が経つごとに女性がどんどん増えてくじゃない？そうすると気なんか遣ってられない。
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4IPLP��ってことは、気を遣わなくなったってことは、女性がすごく自然に…
൷ॷ� �そう。そう。
4IPLP��もうチームの中にいて。
൷ॷ� �もう自然に、というより、男性がね、ダメになってきてしまった。もう自然に、というより、男性がね、ダメになってきてしまった。
4IPLP��もっと今ダメになってきてるんですけど…（苦笑）。で、やっぱり女性の方がフォロースポットがうまいと

か、というのはあるんですか？
൷ॷ� �そう。で、やっぱりフォロースポットなんていうのはね、まあ今はよくわかりませんけれども、日生・中日 そう。で、やっぱりフォロースポットなんていうのはね、まあ今はよくわかりませんけれども、日生・中日 

帝劇、この３つの劇場は世界で一番フォローがうまいと僕は思っていた。ほとんど女性ですよ。女性だけで帝劇、この３つの劇場は世界で一番フォローがうまいと僕は思っていた。ほとんど女性ですよ。女性だけで
はないけど、当時。だから、そのデリケートな歌の、曲の終わりとともにシャッターを閉めていくスピードはないけど、当時。だから、そのデリケートな歌の、曲の終わりとともにシャッターを閉めていくスピード
そういったことってのは、女性の方が早く覚える。そういったことってのは、女性の方が早く覚える。

4IPLP��どうしてでしょうかね、それは。
൷ॷ� �やっぱり感覚がデリケート。野郎よりも（笑）。でも、コーちゃん（越路吹雪）の時は、最初はやっぱり男やっぱり感覚がデリケート。野郎よりも（笑）。でも、コーちゃん（越路吹雪）の時は、最初はやっぱり男

のオペレーターがフォロースポットで…のオペレーターがフォロースポットで…
4IPLP� クセノンですか？
൷ॷ� �あの頃はね、日生はね、低電圧のこんな（手を大きく広げて）どでかい、電球（の）電気器具。あの頃はね、日生はね、低電圧のこんな（手を大きく広げて）どでかい、電球（の）電気器具。
 （※当時の日生はハロゲン電球を使用したフォロースポットだった） （※当時の日生はハロゲン電球を使用したフォロースポットだった）
4IPLP� ふーん。フォロースポットは本当に重たいですから…
൷ॷ� �ものすごいでかい。ものすごいでかい。
4IPLP��体力もいりますよね。
൷ॷ� �コーちゃんの偉いのは、自分の歌の終わりと一緒にシャッターがずーっとこう絞っていくから、歌の終わりコーちゃんの偉いのは、自分の歌の終わりと一緒にシャッターがずーっとこう絞っていくから、歌の終わり

と同時にフォローがパッと消えて真っ暗になる、その息をね、森熊（森熊惇もりくまあつし）っていったかと同時にフォローがパッと消えて真っ暗になる、その息をね、森熊（森熊惇もりくまあつし）っていったか
な、ていう男がフォローをやってたんだけど、そいつがある日に休みでね、他の奴がやったら、コーちゃんな、ていう男がフォローをやってたんだけど、そいつがある日に休みでね、他の奴がやったら、コーちゃん
が「今日人が変わった」と。が「今日人が変わった」と。

4IPLP��変わったってわかるんですね。
൷ॷ� �わかる。わかる。
4IPLP��すごいですね。
൷ॷ� �だからね、休みが取れなかった。そういう、だから歌い手の方もそういう感覚がやっぱりあった。だからね、休みが取れなかった。そういう、だから歌い手の方もそういう感覚がやっぱりあった。
4IPLP��ふーん。ていうことは、これからどんどんもっと女性がこの世界でね、今日もたくさん女性がいらっしゃい

ますけども、入ってくると思うんですけども。
൷ॷ� �だからね、フォローに関しては、日本は今でも一番水準が高いんじゃないかな。だからね、フォローに関しては、日本は今でも一番水準が高いんじゃないかな。
4IPLP��世界で一番、多分フォロースポットは日本人が一番うまいかなと。
൷ॷ� �だから、高島（高島勲たかしまいさお）という演出家知ってます？オペラやってる。彼はね、バイトでミュだから、高島（高島勲たかしまいさお）という演出家知ってます？オペラやってる。彼はね、バイトでミュ

ンヘンのオペラでフォロースポットをやっていて。ンヘンのオペラでフォロースポットをやっていて。
4IPLP��え！？
൷ॷ� �うん。うん。
4IPLP��よく行きましたね。へえー。
൷ॷ� �それで、それは（当時）演出家の卵に…それで、それは（当時）演出家の卵に…
4IPLP  （演出家）になりたくて。
൷ॷ� �バイトで照明やっていた。バイトで照明やっていた。
4IPLP� ですよね。
൷ॷ� �そいつが、そのフォローがうまいんで、バイロイトから来ないかって引き抜きがあったくらいうまい。そいつが、そのフォローがうまいんで、バイロイトから来ないかって引き抜きがあったくらいうまい。
4IPLP��でもね、私の中でなんですけど、フォロースポットがうまい人は良いデザインをする。というふうに思うん

です。やっぱり一緒にこう…。
൷ॷ� �そうですね、やっぱりデリケート。その、フォローのシャッターの開け閉めの。だからブロードウェイでもそうですね、やっぱりデリケート。その、フォローのシャッターの開け閉めの。だからブロードウェイでも

あれでしょ、フォローをしてるやつってのは、乗ってる車が高級だったものね。あれでしょ、フォローをしてるやつってのは、乗ってる車が高級だったものね。
4IPLP��まあ、そうですか？
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൷ॷ�   うん。つまり、普通のオペレーターはフォードに乗ってるけど、フォロースポットやってるやつは、ビュイうん。つまり、普通のオペレーターはフォードに乗ってるけど、フォロースポットやってるやつは、ビュイ
ックとか、マーキュリーとか。（笑）ワンランク上の。（笑）でも、それはブロードウェイとウエストエンドックとか、マーキュリーとか。（笑）ワンランク上の。（笑）でも、それはブロードウェイとウエストエンド
だけでね、世界的な水準からいうと、フォローは相当ひどいですよ。この（タンタロスをやった）デンバーだけでね、世界的な水準からいうと、フォローは相当ひどいですよ。この（タンタロスをやった）デンバー
だってフォローが酷くて、僕はもう「何やってる！」って言いたいんだけど…だってフォローが酷くて、僕はもう「何やってる！」って言いたいんだけど…

4IPLP��怒鳴りました？
൷ॷ� �アメリカ人が、もうえらい気を遣って（オペレーターに）、もう普通にやってても、ワンダフルとかパーフアメリカ人が、もうえらい気を遣って（オペレーターに）、もう普通にやってても、ワンダフルとかパーフ

ェクトとか言うんだよ。ェクトとか言うんだよ。
4IPLP� それはやっぱり、乗せてその気持ちを持続させるということですかね。
൷ॷ� �おだててね、それでうまくやる。だけども僕はね…おだててね、それでうまくやる。だけども僕はね…
4IPLP��じゃ、吉井さん、怒鳴れなかった？
൷ॷ� �もう、怒鳴らなかった。もう、怒鳴らなかった。
4IPLP��しょうがないと。
൷ॷ� �英語で怒鳴るのやめました。（笑）やっぱり逆らわないほうがいいと。英語で怒鳴るのやめました。（笑）やっぱり逆らわないほうがいいと。
4IPLP��やっぱり郷に入っては郷に従えという…
൷ॷ�   そう、だからやっぱり、（同じように）ワンダフルとかパーフェクトとか言ってね。（笑）そう、だからやっぱり、（同じように）ワンダフルとかパーフェクトとか言ってね。（笑）
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２３. 今後の照明界の展望

4IPLP��それで吉井さんは、アメリカの、ま、ライトパレット (調光器の名前 )か分かりませんけど、パンフレット
を見てこれだと思って、予言したわけですよね。予言を実行なされて。で、今は明かりが変わっていくとき
なんですよ。フィラメントから、LEDになって。

൷ॷ�   LEDね。LEDね。
4IPLP��LEDもまだまだまだ発展途上ですし、多様化するムービングライト、それからコンピューター、プロジェ

クター、もう照明家はもしかして要らなくなっちゃうんじゃないかという。吉井先生に、予測を、予言をお
聞きしたいと。

൷ॷ� �これは僕はわかりません。でもね、LEDが主力になることだけは確かだろうね。これはやっぱり電力を食これは僕はわかりません。でもね、LEDが主力になることだけは確かだろうね。これはやっぱり電力を食
わない、それからフィルターが要らない、それだけ考えてもね、LEDはやっぱり主力になりますよ。たとわない、それからフィルターが要らない、それだけ考えてもね、LEDはやっぱり主力になりますよ。たと
えばフットライトなんかね、LED以外だったら高さが要るでしょ。LEDは小さくできるし。えばフットライトなんかね、LED以外だったら高さが要るでしょ。LEDは小さくできるし。

4IPLP��もう小っちゃくって、明るくって…
൷ॷ� �だから、LEDが主力になることは間違いないと思う。ただ、プロジェクションに関しては難しいな、これだから、LEDが主力になることは間違いないと思う。ただ、プロジェクションに関しては難しいな、これ

は。ええ、たとえばね、僕去年・・一昨年かな、ベルリンで、ストランヴィンスキーのペトローシュカを全は。ええ、たとえばね、僕去年・・一昨年かな、ベルリンで、ストランヴィンスキーのペトローシュカを全
編プロジェクションでやってるという現場に出くわした。編プロジェクションでやってるという現場に出くわした。

4IPLP��オペラですか？
൷ॷ� �バレエ。で、これは照明全くなし、フォロースポットもプロジェクターで。バレエ。で、これは照明全くなし、フォロースポットもプロジェクターで。
4IPLP��わあー！すごい！
൷ॷ�   でもね、それは良くなかった。でもね、それは良くなかった。
4IPLP��良くなかった？
൷ॷ�   というのは平面的。それとつまり、音楽がプロジェクションに合わせるというね本末転倒が起こっている。というのは平面的。それとつまり、音楽がプロジェクションに合わせるというね本末転倒が起こっている。

だからこれは僕はやっぱり反対ですね。でもやっぱりね、今の劇団四季の「パリのアメリカ人」って、実にだからこれは僕はやっぱり反対ですね。でもやっぱりね、今の劇団四季の「パリのアメリカ人」って、実に
プロジェクションをうまく使っている。だから、非常に有力な材料ではあると思うけども、プロジェクショプロジェクションをうまく使っている。だから、非常に有力な材料ではあると思うけども、プロジェクショ
ンが全てには絶対ならないと思う。ンが全てには絶対ならないと思う。

4IPLP��ふーん。何かでも、やっぱりセットはね、昔はすごいセットいっぱい組んで信じられないセット組んでたん
ですけど、でもプロジェクターでやった方が安上がりなもんだから、今プロジェクター抜きの作品がないく
らい…

൷ॷ� �うん、そうですね。うん、そうですね。
4IPLP��プロジェクターは必ず。
൷ॷ�   でもやっぱりね、プロジェクター使ってるから（セットが）なくなってるかというと、なくなってないんででもやっぱりね、プロジェクター使ってるから（セットが）なくなってるかというと、なくなってないんで

だからプロジェクターオンリーというのは僕はやっぱり駄目だって気がする。だからプロジェクターオンリーというのは僕はやっぱり駄目だって気がする。
4IPLP��なるほど。まあ、どこかで組み合わせながら、でも比較としてはもっと多くなっていく。
൷ॷ� �それで、使い方が多様になってくるでしょうね、それは。それで、使い方が多様になってくるでしょうね、それは。
4IPLP��もうプログラマーの世界にもなってきますよね。
൷ॷ� �僕はそういう時代に生まれて来なくてよかった。（笑）僕はそういう時代に生まれて来なくてよかった。（笑）
4IPLP� 吉井さんは、でもほら、新しいもの好きだし。新しいこといっぱい色々と、ゴボ（タネ板）もそうだしサイ

リスタもそうだし、卓もそうだし、すごくこだわってらっしゃったじゃないですか。
൷ॷ�   僕のもう時代ではない。僕のもう時代ではない。
4IPLP��うーん。何か私は進むコンピューター化が、さっきおっしゃいましたけどすごく平面的な感じがして。
൷ॷ� �そうですね。そうですね。
4IPLP��なんだか心に来ないのかな、っていう。
൷ॷ� �それはね、プロジェクションの風合いですよ。どうしたってつまり平面じゃないですか、二次元ですよプロそれはね、プロジェクションの風合いですよ。どうしたってつまり平面じゃないですか、二次元ですよプロ

ジェクションってのは。でも昔から、プロジェクションの数で合わせると、やっぱり二次元とは違った世界ジェクションってのは。でも昔から、プロジェクションの数で合わせると、やっぱり二次元とは違った世界
が出てくる。だからやっぱりね、単純に一台のプロジェクションではだめ。だからプロジェクションを何台が出てくる。だからやっぱりね、単純に一台のプロジェクションではだめ。だからプロジェクションを何台
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も使って、次元をやっぱり二次元から三次元に押し上げることが必要でしょうね。も使って、次元をやっぱり二次元から三次元に押し上げることが必要でしょうね。
4IPLP��で、将来の話が出たところで、今日たくさんの若い、これから舞台に関わろうという方がいらっしゃって、

混沌として、変わり目の、大きく照明界が変わっている状態の照明界の中で、若い方へのお言葉をお願いし
ます。

൷ॷ�   ぜひ、演劇か、オペラか、舞踊か、バレエか、それからコンサートでもいいけど、なんでも好きになってほぜひ、演劇か、オペラか、舞踊か、バレエか、それからコンサートでもいいけど、なんでも好きになってほ
しい。それで、これがなければ自分は生きられないというくらい好きになってくれれば、それがベスト。そしい。それで、これがなければ自分は生きられないというくらい好きになってくれれば、それがベスト。そ
うではなくても、ここから好きになってくれるというのが大事。そこから道は全て開ける。もちろん技術的うではなくても、ここから好きになってくれるというのが大事。そこから道は全て開ける。もちろん技術的
な知識も必要だけども、でも基本はやっぱりその、音楽、オペラ、演劇、ダンス、バレエそういったものなな知識も必要だけども、でも基本はやっぱりその、音楽、オペラ、演劇、ダンス、バレエそういったものな
んでもいいから好きになること、それが僕は一番重要だと思います。んでもいいから好きになること、それが僕は一番重要だと思います。

4IPLP� 多分だから、そういう専門学校に入られた方達というのは、何かが好きで、多分ジャニーズが好きとかわか
らないですけど、嵐が好きとかっていう理由の人も…

൷ॷ� �うん。いいですよ、それでも。うん。いいですよ、それでも。
4IPLP� 好きな仕事につけるから、そういう学校に行きたい、とかありますよね。
൷ॷ�   だから、昨日はあの、緒方ってね（ハウステンボス）で一緒にやった奴と久しぶりに会ってね、（今は）嵐だから、昨日はあの、緒方ってね（ハウステンボス）で一緒にやった奴と久しぶりに会ってね、（今は）嵐

やってると大変だっていうんだよね、照明で。やってると大変だっていうんだよね、照明で。
4IPLP��昨日、吉井さんがお着きになって、緒方さんとお話しして、会社の社長さん（エンジニア . ライティング）

なんですけどもね、嵐のコンサートとかやられている方なんですね。それで、嵐のファンが 200 万人いる
そうです。実は今日、福岡ドームでミスチルのコンサートでして。

൷ॷ� �うん。うん。
4IPLP��昨日吉井さんと話をして、嵐には 200 万人ファンがいて、50 回のロングコンサートしなければお客が全部

（集客できない）。
൷ॷ�   ドームでやらないとね（笑）ドームでやらないとね（笑）
4IPLP� で、そのファンが持ってるライト、200 万人で 10,000 円取ったらいくらか？ファンがこう振る…
൷ॷ� �サイリウム？サイリウム？
4IPLP� サイリウムじゃないですよお。
൷ॷ�   何ていうの？あれ？何ていうの？あれ？
4IPLP��サイリウムは、その日で（発光が）なくなっちゃうんだけど、何かこう、棒…棒っていうんですか、何てい

うんでしょう？（Wifi コントロールペンライトですね、Bluetooth もあります）これ、振ったりするの、フ
ァンが。あの、何か LEDのあれで。それを、制御してるんですって、今。あ、知ってます？（はい、知っ
てます）吉井さんと二人で、「そこまでやる？」と。もうバーって色とか変えたりして、それを一人 2万円
って言いましたっけ？

൷ॷ� �全部座席のとこに、こうやって受信してんだって。全部座席のとこに、こうやって受信してんだって。
4IPLP��すごいですねえ。
൷ॷ� �ねえ。そういう世界になってきて。ねえ。そういう世界になってきて。
4IPLP��すごい世界になって来てますね。それをまた、一本 2万円でまた計算して、あ、いくらなんだって。すごい

世界ですね。
൷ॷ� �そういう世界もある。だけども全然お金にならない芝居もある。そういう世界もある。だけども全然お金にならない芝居もある。
4IPLP��あります。
൷ॷ� �同じようにやったらいい。（笑）同じようにやったらいい。（笑）
4IPLP��でも舞台はすごく大事、ですね。
൷ॷ� �そうです。そうです。
4IPLP��是非皆さん、舞台を見てください。なるべく時間がある時に、ちょっとお金かかっちゃって大変ですけども

たくさん舞台を観て綺麗なものをなるべく見てください。
൷ॷ�   それで、その緒方というのも、今は会社の社長だけれども、ハウステンボスのオープニングのときは、僕とそれで、その緒方というのも、今は会社の社長だけれども、ハウステンボスのオープニングのときは、僕と

その緒方と、もう 1人室伏（室伏生大むろふしいくお）という僕のアシスタント 3人が 1ヵ月、もう身もその緒方と、もう 1人室伏（室伏生大むろふしいくお）という僕のアシスタント 3人が 1ヵ月、もう身も
凍る、机の上に霜が降りてくるようなところで、コンピューターの打込みやってたんです。凍る、机の上に霜が降りてくるようなところで、コンピューターの打込みやってたんです。
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4IPLP��それは大変でしたよねえ。
൷ॷ�   だから、緒方は今はそういう会社の社長だけども、そういうふうにやっていた時代もある。だから、緒方は今はそういう会社の社長だけども、そういうふうにやっていた時代もある。
4IPLP��なるほど。その、今、嵐の（コンサートをやってる）会社の社長さんは今は大きな仕事をしてるけれども、

ハウステンボスで、吉井さんに簡単に「あの上に置け」みたいに言われて、それは大変でして、海の向こう
側ですって。

൷ॷ� �サーチライトを置いて。サーチライトを置いて。
4IPLP��吉井さんて、あのけっこうそういうところあるんですよ。
൷ॷ� �ふふっ。ふふっ。
4IPLP� 「穴を開けろ」とかって。吉井穴とか呼ばれている穴が（東急オーチャードホールに）まだありますけど。

簡単に ,,,,, 昨日言ってましたよね、緒方さんが。「あ、それ向こう」って。海の向こうに仕込め、っていう。
すごかった。寒さに震えながら。

൷ॷ� �そうそう。うん。そうそう。うん。
4IPLP��でも、その苦労知ってるんですか？吉井さん。
൷ॷ� �知ってますよ。だからよくまぁ…知ってますよ。だからよくまぁ…
4IPLP��よくまあって。
൷ॷ� �よく海の向こう側にサーチライトを置いたなと思って（笑）よく海の向こう側にサーチライトを置いたなと思って（笑）
4IPLP��やったなと思いながら涼しい顔をして。
൷ॷ� �涼しい顔はしてないね。感謝。涼しい顔はしてないね。感謝。
4IPLP� 本当ですか？
൷ॷ� �本当ですよ。本当ですよ。
4IPLP��そんな感じじゃなかったですけど、昨日。（笑）ねえ、そういうスタッフが周りにたくさんいて。
൷ॷ� �必ず道は開ける。一生懸命やっていれば。必ず道は開ける。一生懸命やっていれば。
4IPLP��やってれば、ですね。本当に私たちも吉井さんとは色んな作品にご一緒して。今日は本当に遠くからわざわ

ざ飛行機代、宿代出してきてくださって。吉井組の方たち。
൷ॷ� �ありがとうございました。ありがとうございました。
4IPLP��やっぱりそれは吉井さんと仕事をしたというのが、すごく私たちも誇りでもありまして。
൷ॷ� �ありがとうございます。ありがとうございます。
4IPLP��本当にお元気で、長生きしていただきたいと思います。えーと、私の方からの質問は大体こんな感じで、色

々と面白い話をありがとうございました。
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２４. 参加者との交流

4IPLP��皆様から、せっかく吉井さんがいらっしゃるので、何かお聞きした
いこととか、ありますか？参加者（渡部わたべ）：清水徳子（しみ
ずのりこ）さんに…

4IPLP��清水徳子さんから？参加者（渡部わたべ）：「ラ・マンチャ」のフォ
ローをやってらっしゃった方なので、徳子さんに「ラ・マンチャ」
の時の話を吉井さんと一緒に聞きたいです。

൷ॷ� �どれだけ大変だったかねえ。「ラ・マンチャ」が…うん。れだけ大変だったかねえ。「ラ・マンチャ」が…うん。
4IPLP��清水徳子さん。就くんですか？次の「ラ・マンチャ」は？
᳔᷹ 私はもう引退しました。（笑）
4IPLP��あ、引退しました？お疲れさまでした。
᳔᷹  私が初めてラ・マンチャの作品に出会ったのは、最初ラ・マンチャ

は日生劇場で…
൷ॷ� �そう！そう！
᳔᷹   初演をやられてるんですよね。で、初めてそれを初めて帝劇で公演

するということになりまして、その時まだ私も（入社して）2年目
くらいだったんですけど、もう周りの先輩たちはすごいんですよ。
（初演の）日生に負けられないASGに負けられない、っていう意気
込みの中で、私なんかもう使いっパシリみたいな感じから始まりま
した。それからずっとラ・マンチャをやっていましたけど、はい。

൷ॷ� �あれは大変だったんですよ、ラ・マンチャは。
ീౢ⢲㮢ḉ㋚ӹӉӣ㮣　暗転ピン抜きばっかりで…
൷ॷ�   そう、暗転の中でピンの顔をパッと取るっていう。そう、暗転の中でピンの顔をパッと取るっていう。
4IPLP��あの、とても有名な方です、清水徳子さん。
൷ॷ� �大変だったんですよ。大変だったんですよ。
᳔᷹  そうですね。あれは、青山劇場ですね。教会のシーンが終わって、

次に白鷗さんが（当時松本幸四郎）暗転で移動されて…
൷ॷ� �そう。そう。
᳔᷹  明りがパッと入らなきゃいけないんです。もうずっと帝劇からやってた時には、（板付された時には）暗転

なので見えない。舞台監督からも指示がなかったので、じゃあもう、しょうがない、カウントで、暗転して
から 3カウントでピン先行でいいからという話で出してたんですけども終演後、必ずみんなスタッフ一同
（白鷗に）呼ばれるんですけども、「あれは、毎日お客さんの反応が違うから、その教会のシーンが終わった
後もブラックアウトして、お客さんの反応で自分の動きは日々違う、と。僕はそこに行ったら明かりが欲し
いんです」って言われまして…

4IPLP� ええーっ！ほんとにぃ？
᳔᷹  青山劇場（のピンルーム）でガラス張り（反射して見えにくい）ですしどうしようって。でも、もうそう言

われたら「わかりました」と言うしかないんですよね。みんなに協力してもらって、（白鷗の）袖が白いの
で多分見えるだろうから、ちょっとそういう感じ（の服装で）で（誰か試しに）移動してもらってくれる？
って言って。それで上から見てて、もうまわりを真っ暗にして、で見えたんでそれで出しました。それで
OKが出ました。

4IPLP��すごいですねえ…
൷ॷ�   あのねえ、ラ・マンチャの男っていうのは、あれはちょうど、オートトランスの時代からプリセットに…あのねえ、ラ・マンチャの男っていうのは、あれはちょうど、オートトランスの時代からプリセットに…
4IPLP��変わる時だった。
൷ॷ� �変わる。それで、帝劇と日生では、もう、つまり（日生は）プリセットになっていたから（大きなギャップ変わる。それで、帝劇と日生では、もう、つまり（日生は）プリセットになっていたから（大きなギャップ
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があった）。でもね。梅田コマでやった時には、そこはオートトランス。でも、オートトランスじゃ絶対でがあった）。でもね。梅田コマでやった時には、そこはオートトランス。でも、オートトランスじゃ絶対で
きないというので、そのときだけ丸茂電機から借りて、っていうか特注のものを借りて、それでやったんできないというので、そのときだけ丸茂電機から借りて、っていうか特注のものを借りて、それでやったんで
すよ。すよ。

4IPLP��それだけ大変だったんですね。じゃまた大変じゃないですか、今年。
൷ॷ� �まあ、大変ですけど、今はもっと大変なもの（調光卓）が出来てきてるんじゃないですかね。あの当時はほまあ、大変ですけど、今はもっと大変なもの（調光卓）が出来てきてるんじゃないですかね。あの当時はほ

んとに大変。んとに大変。
4IPLP��今ね、ラ・マンチャは再演しますけれども、データとかっていうのは？もうばっちり？
൷ॷ� �もう全部バチっとある。今はコンピューターがあるし。もう全部バチっとある。今はコンピューターがあるし。
4IPLP��それを劇場に合わせて…
൷ॷ�   うん。アレンジする。うん。アレンジする。
4IPLP��それで少し微調整するみたいな感じですかね。
൷ॷ� �だから、徳子がやってた頃は本当に大変。だから、徳子がやってた頃は本当に大変。
4IPLP��そうですか。他に何でもいいですから、劇場関係だとか。ありませんか？吉井さんに聞きたいこと、ないで

しょうか？吉井さんは何か言い残したことはありますか？
൷ॷ� �えー、一つだけ。照明をやって巨万の富を得ようと思うのは間違いです。（爆笑）えー、一つだけ。照明をやって巨万の富を得ようと思うのは間違いです。（爆笑）
4IPLP��わかりました。
൷ॷ� �それは残念ながら。それは、歌でも歌った方が早い。それは残念ながら。それは、歌でも歌った方が早い。
4IPLP��歌った方が早い。
൷ॷ�   これだけは申し上げます。（笑）これだけは申し上げます。（笑）
4IPLP��わかりました。じゃ最後に、もう一度。「照明家あかりや人生」のサイン入りの本を用意しております。先

ほども申し上げたように、アマゾンには何冊かみたいですけど、でも早川書房はソールドアウトになってお
ります。ここに数冊ありますので、ぜひ買って頂きたいです。吉井さんが今日お話しされたことがよくわか
ると思いますし、照明をこれからやろうとか、やっている方、舞台に関わる方には是非読んでいただきたい
素晴らしい本だと思います。それからもう一つ、私事ですが、私も吉井先生より 1年前に本を出しておりま
して、英語なんですが、フィリピンでアジアの劇場の、アジアの劇場ってなあにという紹介本みたいになっ
ておりまして、私は自分のストーリーというよりは、いろんな劇場でやった作品とか（掲載していて）、英
語なんですが、全部写真がついておりますのでわかるかと思います。もしアジアの演劇に興味がある方はお
買い求めください。

൷ॷ�   照明の芸からの内示ではそりゃもう、お勧めです。照明の芸からの内示ではそりゃもう、お勧めです。
4IPLP� ありがとうございます（笑）じゃ、今日は本当に長い間ご清聴下さいましてありがとうございました。吉井

先生はこのまま残っていただいて、ご挨拶されたい方もいらっしゃると思いますので、どうぞお近くに寄っ
てご挨拶をなされて下さい。

൰ৗ どうもありがとうございました。みなさん最後に大きな拍手で。～拍手

講演会スタッフと共に
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♦ 翌日 4 月 19 日木曜日柳川に於いてのシンポジウム報告

 
11:20 柳川「若松屋」に集合
 うなぎが好物の吉井氏を囲んでの昼食会

13:00 御花（元柳川藩主立花家邸宅）の対月庵へ移動
 レストランにてシンポジウムと懇談会

15:00 シンポジウム終了後、記念撮影

15:30 吉井氏と元吉井組メンバーは川下りを楽しむ  

19:00 博多に戻り最後の夕食会
 川端商店街の寿司屋にて

　
　
晴天に恵まれたこの日キューサックのメンバーや元吉井組、劇場関係者約２５名が柳川に集合。川沿いの名店「若松
屋」でうなぎを食べながら楽しく懇談し、その後対月庵でのシンポジウムでは参加者一人一人の質問にひとつづつ丁
寧に答えてくださり、全員が吉井さんと直接お話しすることができ、吉井さんの言葉がそれぞれの胸に響くこととな
りました。シンポジウム終了後観光も兼ねて吉井組メンバーと約１時間の舟下りを楽しみ、光のマエストロと奏者達
の川面に群れる光と戯れる旅となり、おそらく劇場以外では初めての貴重な時間を持つことができました。

4月 20 日金曜日朝
吉井氏お元気に帰京なさる。

吉井澄雄氏『照明家人生』- 劇団四季から世界へ -出版記念講演講演内容全記録
2020 年５月１日編集：松本直美 . 武井由美子.古賀裕奈
2020 年 7 月 1日発行：九州地区舞台芸術運営協同組合（キューサック）

〒 810-0041 福岡市中央区大名1-14-28 第一松村ビル 405 号
九州地区舞台芸術運営協同組合

KyushuStageArtCooperative-KYUSAC
Tel：092-752-8680 Fax：092-752-8682　E-mail：info@q-stageart.com


