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平成平成平成平成 24 年年年年 5 月開講月開講月開講月開講 

    レオニードレオニードレオニードレオニード・・・・アニシモフアニシモフアニシモフアニシモフのののの演劇演劇演劇演劇マスタークラスマスタークラスマスタークラスマスタークラス    Vol, 11        ＜＜＜＜目次目次目次目次＞＞＞＞ 

 

～芸術創造の方法を広く伝え、人々の生き方を助ける為に～ 

演劇芸術に関わる人材育成支援事業（定款５条－２） 

 

＜活動の内容＞     

１．活動の趣旨・課題  ２．実施活動の方針  ３．実施内容の概略 …ｐ,2 

「日常的に実践できる、こころの使い方（トレーニング方法）」解説 …ｐ,4 

   ４．受講者の構成（P,5）  ５．アンケートによる検証(P,6) …ｐ,6 

   ６．総括  …ｐ,12 

＜5 月 1 日 講義の記録より（抜粋）＞ …ｐ,13 

＜5 月２日 講義の記録より（抜粋）＞ …ｐ,20 

 

 

    スタニスラフスキースタニスラフスキースタニスラフスキースタニスラフスキー・・・・システムシステムシステムシステムはははは、、、、 

元元元元々、々、々、々、俳優俳優俳優俳優ののののトレーニングトレーニングトレーニングトレーニング方法方法方法方法としてとしてとしてとして確立確立確立確立されたものですがされたものですがされたものですがされたものですが、、、、 

「「「「自自自自然然然然のののの法則法則法則法則」」」」にににに基基基基づくことをづくことをづくことをづくことを基本理念基本理念基本理念基本理念としてとしてとしてとして、、、、 

人間人間人間人間のののの精神的精神的精神的精神的なななな能力能力能力能力をををを開花開花開花開花させることにおいてさせることにおいてさせることにおいてさせることにおいて、、、、 

たいへんたいへんたいへんたいへん優優優優れたれたれたれたメソッドメソッドメソッドメソッドであることがであることがであることがであることが評価評価評価評価されされされされ、、、、 

 

現在現在現在現在ではあらゆるではあらゆるではあらゆるではあらゆる芸術分野芸術分野芸術分野芸術分野やややや心理学関係心理学関係心理学関係心理学関係などなどなどなど、、、、 

多多多多くのくのくのくの分野分野分野分野のののの方方方方にににに学学学学ばれていますばれていますばれていますばれています。。。。 

 

  東京東京東京東京ノーヴイノーヴイノーヴイノーヴイ・・・・レパートリーシアターレパートリーシアターレパートリーシアターレパートリーシアターでででではははは、、、、毎年毎年毎年毎年、、、、 

芸術監督芸術監督芸術監督芸術監督レオニードレオニードレオニードレオニード・・・・アニシモフアニシモフアニシモフアニシモフ氏氏氏氏によるによるによるによる 

演劇演劇演劇演劇マスタークラスマスタークラスマスタークラスマスタークラスをををを開催開催開催開催しししし、、、、 

        このこのこのこの創造創造創造創造システムシステムシステムシステムについてのについてのについてのについての、、、、 

 

分分分分かりやすくかりやすくかりやすくかりやすく実践的実践的実践的実践的なななな講義講義講義講義をををを 

                    広広広広くくくく、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな分野分野分野分野のののの方方方方にににに公開公開公開公開してしてしてして、、、、 

多多多多くのくのくのくの方方方方にににに学学学学んでいただいていますんでいただいていますんでいただいていますんでいただいています。。。。 

 

 （講師 L・アニシモフ氏） 
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レオニードレオニードレオニードレオニード・・・・アニシモフアニシモフアニシモフアニシモフによるによるによるによる    

俳優俳優俳優俳優のためののためののためののためのマスタークラスマスタークラスマスタークラスマスタークラス    

VolVolVolVol，，，，11111111    「「「「役役役役とととと一体一体一体一体になるになるになるになる方法方法方法方法」」」」 

 

  【期間】 平成 24 年 5 月 1 日～29 日（計 10 回） 

【場所】 東京ノーヴイ・レパートリーシアター劇場 

【動員】 受講者１７名 ／ 見学者１１名（のべ人数） 

【主なスタッフ】 

講師：レオニード・アニシモフ（ロシア功労芸術家） 

 企画制作： 

NPO 法人東京ノーヴイ・レパートリーシアター 

   【後援】 世田谷区後援活動  

 

 

 

１１１１．．．．実施活動実施活動実施活動実施活動のののの趣旨趣旨趣旨趣旨・・・・課題課題課題課題 

 2011 年 12 月と 2012 年の 4 月に、私たち東京ノーヴイ・レパートリーシアターでは「公開講座 ～ 心

の上手な使い方 ～」を、下北沢タウンホールで、2 回にわたって開催しました。 

1 回目はゲスト講師に作家の田口ランディさんを、2 回目にはさらに脳機能科学者の苫米地英人博士

をお迎えしています。当劇団の芸術監督・演出家として日本で精力的に活躍されているレオニード・

アニシモフ氏より、スタニスラフスキーシステムの研究者の立場から、「こころとは何か？」「意識は

どうやって調律していくか？」「こころのコントロールの仕方」など、いろいろなお話を伺い、多くの

方に好評をいただきました。 

 

その後、多くの方から、「俳優ではないが、もっとスタニスラフスキーシステムについて知りたい」 

「実践的に、こころのトレーニング方法を学びたい」など、一般の方からも受講の申込みがありまし

た。そこで 5 月に開催されたこのマスタークラスは、「日常の生活で誰でも出来る、心の調律・トレー

ニングの方法の紹介と実際のトレーニング」など、より実践的な形で、一般の方向けに開講されまし

た。 

 

 ＜12 月 公開講座／田口ランディ氏と＞ 
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 さらに、6 月に開催したマスタークラスは、「演劇に関わらない」方々を対象に行いました。 

私たち俳優が日常的に行っている「こころのトレーニング方法」を体験していただき、戯曲ではな

く、身近な小説を題材に、「自分の中に芸術的な形象・イメージを育てていくこと」などを、実践的に

学んでいただきました。（6 月開講の、このマスタークラスについての報告冊子も、近く配布予定です。） 

 

 

２２２２．．．．実施活動実施活動実施活動実施活動のののの方針方針方針方針 

 今回、2012 年 5 月のレオニード・アニシモフによる演劇マスタークラス（計 10 回）は、次のよう

な方針で行われました。 

  １）俳優だけでなく、一般の方々でも充分に理解できる、実践できる内容であること。 

  ２）毎日実践できる、簡単な「こころのトレーニング（注意のトレーニング）方法」を紹介し、

受講者に、日々のトレーニングを実際に体験してもらうこと。 

  ３）「こころのトレーニング（注意のトレーニング）」と対応する形で、戯曲作品の一場面を体験

してもらいながら、演劇芸術についての理解を深め、心の使い方（コントロール）についても

実践的に学んでもらうこと。 

 

３３３３．．．．実施内容実施内容実施内容実施内容のののの概略概略概略概略 

 

  今回のマスタークラスで実施されたプログラムは以下の内容です。 

① 受講者の自己紹介を交えた一人一人との話し合い。（1 日目） 

 ② 講義（1 日目、2 日目） 

・人間の意識とは何か？ 意識は創造活動にどう関わっているか？ 

  ・スタニスラフスキーシステムを通した、 

「創造方法」の考え方 ～自然界のシステムとの整合性～ など。 

 ③ 日常的に実践できる「注意のトレーニング」についてのレクチャーと実際の体験 

（2 日目～10 日目） 

    ④ 作品の一場面（チェーホフ作「三人姉妹」）の演劇表現を体験し、「意識のトレーニング」

を実践的に学び、同時に演劇芸術についての理解を深める。（2 日目～10 日目） 
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日常的日常的日常的日常的にににに実実実実践践践践できるできるできるできる、、、、心心心心のののの使使使使いいいい方方方方（（（（トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング方法方法方法方法））））    

 

・こころ（意識）を養うことの大切さ。意識は、「良い感情」を栄養として成長する。 

・スタニスラフスキーシステム＝意識を浄化する方法。 

・人間の意識の中枢は、「注意」。この「注意」をトレーニングすることで、イマジネーションを含め

た、こころの働きやエネルギーが育っていく。 

・注意のレベルは興味で決まる。注意力の最高の状態とは、「夢中になっている状態」。 

子どもの時は簡単なことだったが、大人は、それをもう一度学びなおす必要がある。 

イメージすることと、思索すること。 

・10 回の講座を受けるだけで自分を変えることは出来ないが、どうやって変えていけばよいか、その

方法と方向性を知ること。（毎日 5 分間、その稽古をしていく。） 

 

 

 注意のトレーニングの内容  

    ※ ここに紹介する方法は、非常に簡単なものですが、最初は指導者の立会いが必要です。 

      自己流での訓練は、方向性を間違う惧れがあります。 

 

以下の 4つのプロセスを経て、対象への注意力を中心にトレーニングする。 

（1回の所要時間…約 4～5分程度） 

 

（１）対象に注意を向け、そのまま観察する。 

（最初は外的な特徴に注意を向ける。） 

 

 

（２）対象から視線を外し、自分の内面に対象を思い描く。 

    自分の内的な感覚（五感）で、思い描いた対象を感じ取る。 

 

 

（３）内面で思い描いた対象を自分に近付けていく。 

次に、自分自身も対象に近付くイメージを持つ。 

 

 

（４）相手と（対象と）一体化するイメージを持ち、 

さらにどういう感覚が生まれるかを感じる。 

感覚を楽しむ。 
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 注意のトレーニングの応用  

   毎日 5分、以下のような注意のトレーニングをする。 

 

例１）音に注意を向ける 

   雨の音に注意を向ける。そこにも夢中になれるように興味を向ける。 

 

例２）松の木をイメージして、その松を見る。 

        自分が実際に見たことがある松を見る（具体的に、細かく） 

 

     ※ 植物に対する「注意のトレーニング」は効果があります。 

 

例３）目の前の植物を観察する 

    

       その後、その植物を隠して（見えないようにして）、 

   心の中で内的視覚化を通して（内的な映像で）見る。 

 

      それ（内的な映像）を自分に近付ける。 

 

自分から、その内的な映像に近付く 

 

その植物と一体化する。その時どう感じるか？ 

 

例４）キャリーケース、その他、身近なもので試す。 

 

 

 

 

４４４４．．．．「「「「 5 月月月月開講開講開講開講    マスタークラスマスタークラスマスタークラスマスタークラス 」」」」でのでのでのでの受講者受講者受講者受講者のののの構成構成構成構成 

  今回は、特に色々な職業分野の方が受講されたのが、印象的でした。 

１）男女別  男性…７名／女性…１０名 （計１７名） 

２）年齢別  10 代…1 名／20 代…4 名／30 代…2 名／40 代…5 名／50 代…3 名／ 

60 代…2 名 （計１７名） 

３）職業の分布  学生…2 名／俳優…4 名（俳優の勉強をしている者を含む）／その他（整体師、

大学講師・ﾛｼｱ語通訳および翻訳家・ｴｯｾｲｽﾄ、翻訳業、舞踊家・ﾋｰﾘﾝｸﾞｱｰﾃｨｽﾄ、ﾌﾘ

ｰﾀｰ、無職、牧師）…計 9 名。／未提出…2 名。 
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５５５５．．．．アンケートアンケートアンケートアンケートによるによるによるによる検証検証検証検証 

（（（（１１１１））））アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査のののの視点視点視点視点 

  今回の実施内容の成果を検証するために、マスタークラス終了直後に以下のような内容で、アン

ケートを行いました。これは例えば、各種心理療法など、他の分野でも色々な心や意識のトレーニ

ング方法が紹介されていますが、全体では共通して以下のような課題が見られるからです。 

  １）簡単な内容のトレーニングでも、長期間継続すること（習慣化すること）が難しい。 

  ２）簡単な内容のトレーニングと言えるものほど、個人の理解度によって実は曖昧な内容になり

やすい。（結果的に続かなくなる、など。） 

  ３）簡単な内容のトレーニングでも、個人のレベルに応じて様々なバリエーションが設定できる

が、それらには長期的な教育的フォローが必要である。 

 

（（（（２２２２））））アンケートアンケートアンケートアンケート報告報告報告報告 

 

＜終了直後に行ったアンケート内容＞ 

１１１１．「．「．「．「注意注意注意注意ののののトレーニングトレーニングトレーニングトレーニング」」」」についてについてについてについて    

（１） 「注意のトレーニング」は、期間中、どの程度、実践出来ましたか？  

①週に 1 回位（  分） ②２～3 日に 1 回位（  分）   ③毎日（  回  分） ④その他    

（２） 「注意のトレーニング」で役に立ったと思えることはありますか？ 

（３） 「注意のトレーニング」で、良く分からなかったことはありますか？ 

（４） 今後、こういった「意識のトレーニング」を続けて行く上で、難しいことはありますか？ 

（６） あなたが行っている「注意のトレーニング」 を書いてみてください（復習をかねて）。 

２２２２．．．．そのそのそのその他他他他    

（７） 今回のマスタークラスで、自分の中で変わった部分があれば教えてください。 

（８） 今回のマスタークラスで、分からなかったことは何ですか？ 

（９） 次回（今後）のマスタークラスで、何か要望があれば教えてください。 

 

 

 

 

（１） 「注意のトレーニング」は、期間中、どの程度、実践出来ましたか？  

 

  トレーニングを実際に習慣化できるかは大きな課題ですが、今回の受講期間中にどの位の頻度で実践

できたかを答えてもらいました。 

  バラつきは見られますが、全体では、かなりな頻度で、全員に実施してもらえたようです。 （今後につい

ては、別途、追跡アンケートを取ることも考えられる。） 

 

    ①週に 1 回位 … 1 名 ／ ②２～3 日に 1 回位 …5 名 ／ ③毎日 … 9 名 ／  

④未提出 … 2 名  （ 計 17 名 ） 



 7  

 

（２） 「注意のトレーニング」で役に立ったと思えることはありますか？ 

  

（未記入 … 1 名。未提出 … 2 名。） 

  「役に立った」という内容で答えている回答 … 12 名 

  「難しかった」という内容で答えている回答 … 1 名 

 「変化はなかった」という内容で答えている回答 … 1 名  （計 17 名） 

 

 

 上記、「役に立った」という内容で答えている回答を、 

以下のように＜内容＞で分けて見ることができると思います。 

（但し、内容で分けた場合、回答者が重複する場合があるので、 

回答者をアルファベットで区別してみました。） 

 

この質問に関して頂いた回答は、以下の通りです。 

 

 

 

    「「「「集中力集中力集中力集中力がついたがついたがついたがついた、、、、注意注意注意注意深深深深ささささがががが深深深深まったまったまったまった」」」」等等等等ののののコメントコメントコメントコメント    …………    5555 件件件件    

A 集中力が養われ、見る力がはぐくまれてゆくのが感じられました。 

B 対象（物・人）に対しての集中力がついた。 

Ｅ 周りのものを注意深く観察できるようになった。 

I 自分がいかに注意していなかったか、すごく感じました。 

M 相手や物に集中することが、以前より分かった気がします。でも、もっと

深く深くいけるんだろうと思います。 

  

        「「「「気分気分気分気分のののの切切切切りりりり替替替替えがえがえがえが楽楽楽楽になったになったになったになった」」」」等等等等ののののコメントコメントコメントコメント    …………    3333 件件件件    

C 気分を切り換えるのが楽になりました。 

G 気分の切り換えが易しくなった。 

H 自分の気分に振り回されなくなった。 

    

「「「「想像力想像力想像力想像力」」」」についてのについてのについてのについてのコメントコメントコメントコメント    …………    1111 件件件件    

A    また想像力が活性化されていくのが感じられたのは嬉しい発見。 

 

「「「「周周周周りやりやりやりや相手相手相手相手とのとのとのとの関係性関係性関係性関係性がががが変変変変わってきたわってきたわってきたわってきた」」」」というというというという内容内容内容内容でのでのでのでのコメントコメントコメントコメント    …………    2222 件件件件    

Ｄ    周囲の出来事が意識に入ってきやすくなったように思う。 

Ｆ 対象に対する愛情が、だんだん湧いてきました。 
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（３） 「注意のトレーニング」で、良く分からなかったことはありますか？ 

 

 今回の受講終了後の段階の時点で、質問がある内容で答えた人が 6名（35％）、自分の理解度に

不安があると答えた人が 2名（11％）いました。これに関しては、今後何らかのフォローを検討

しています。 

（未記入 … ４名。未提出 … 2 名。） 

   「分かった」という内容で答えている回答 … 3 名 

   「分かったが、現時点で質問がある」という内容で答えている回答 … 6 名 

   「分かったが、理解度に不安がある」という内容で答えている回答 … 2 名 （計 17 名） 

 

    「「「「分分分分かったかったかったかった」」」」というというというという内容内容内容内容でででで答答答答えているえているえているえている回答回答回答回答    …………    3333 名名名名    

G どう意識のトレーニングがつながるのか、重要性が最初わからなかった。 

B ありません。 

I 説明を繰り返しやっていただいたので、分かりやすかったです。 

 

    「「「「分分分分かったがかったがかったがかったが、、、、現時点現時点現時点現時点でででで質問質問質問質問があるがあるがあるがある」」」」というというというという内容内容内容内容でででで答答答答えているえているえているえている回答回答回答回答    …………    6666 名名名名    

A 自分にとって不愉快なもの、嫌いなものを使ってトレーニングをする事

も、時には必要なのでしょうか？ 

C 1 日、10 分以上は良くないのですか？ 

Ｄ 一つになる感じはよく分からなかった。せいぜい対象物の間近で…を感

じるくらいしかできなかった。 

Ｆ はじめは自分のノートを繰返し見て、物を追うことを大切にしました

が、自分のやっていることは、それでいいのかと思いました。 

H 何故、1 日 5 分以上やってはいけないのか？ 

M とても大きな木に、トレーニングとして注意を向けた時、あまりにも大

きすぎて、部分に注目して見るべきか、全体をぼやっと見るべきか迷い

ました。 

    

    「「「「分分分分かったがかったがかったがかったが、、、、理解度理解度理解度理解度にににに不安不安不安不安があるがあるがあるがある」」」」というというというという内容内容内容内容でででで答答答答えているえているえているえている回答回答回答回答    …………    2222 名名名名    

J 正確に理解しているのか、不安は残ります。 

P ないのですが、出来ないので、全部わかっていないのかもしれません。 
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（４） 今後、こういった「意識のトレーニング」を続けて行く上で、難しいことはありますか？ 

 

 （未記入 … 6 名。未提出 … 2 名。） 

   「続けていく上で、問題はない」と答えている回答 … 3 名 

 「続けていく上で、理解度に不安がある、課題がある」と答えている回答 … 4 名 

 「続けられるかどうかに不安がある」と答えている回答 … 2 名       （計 17 名） 

 

「アンケート調査の視点」でも述べたように、日常的なトレーニングの習慣化は難しいものです。

ところが、この質問に対してハッキリと「継続の（習慣化の）不安」について回答した人が 3名

しかいませんでした。ただし、「自身の理解度に不安を覚えている」という回答も 2 名います。

フォローが今後、必要と思われます。 

 

    「「「「続続続続けていくけていくけていくけていく上上上上でででで問題問題問題問題はないはないはないはない」」」」とととといういういういう内容内容内容内容でででで答答答答えているえているえているえている回答回答回答回答    …………    4444 名名名名    

Ｄ 特に思い当たらず。 

Ｅ 「継続は力なり」だと思うので、ただただ練習続けるのみです。 

J 特にありません。 

B 時・場所を選ばず、ついつい入ってしまうので、通勤途中で遅刻しそう

になったりしてしまい、コントロールできるようにならねばと思った。 

    

「「「「続続続続けていくけていくけていくけていく上上上上でででで、、、、自身自身自身自身のののの理解度理解度理解度理解度にににに不安不安不安不安があるがあるがあるがある」」」」とととと答答答答えているえているえているえている回答回答回答回答    …………    2222 名名名名    

I 自分の経験を思い出すために、色々なことを今まで体験してきたわけでは

ないので、いざという時、センメイに思い出せるか不安です。 

M 自分でトレーニングをする上で、分かった気で進めてしまわないかが怖い

です。 

 

 「「「「続続続続けられるかどうかにけられるかどうかにけられるかどうかにけられるかどうかに不安不安不安不安があるがあるがあるがある」」」」とととと答答答答えているえているえているえている回答回答回答回答    …………    3333 名名名名    

A あまりにも忙しいときは、できないのではないかと思っています。 

O 習慣にするまでが、ちょっと大変かもしれません。 

P 全部。難しいけど、やるしかありません。 

 

 

 

（６） あなたが行っている「注意のトレーニング」 を書いてみてください（復習をかねて）。 

 

     このアンケートでは、正確にトレーニング方法が伝わっていたかどうかを検証するために質問をしたが、

前述の通り、このトレーニングでは、個人の段階やレベルに応じたバリエーションがあり得るので、今回

の回答からだけでは何も判断できませんでした。印象として全体に、個人個人で色々なバリエーション

が見られました （回答の詳細は割愛します）。 



 10  

 

（７） 今回のマスタークラスで、自分の中で変わった部分があれば教えてください。 

 

共通する内容で分けて見ると、一人一人の変化の状態が窺えると共に、それぞれに、興味深い

回答が得られました。 

 

 

 

「「「「周周周周りとのりとのりとのりとの関係関係関係関係でででで変化変化変化変化がががが出出出出てきたてきたてきたてきた」」」」というというというという内容内容内容内容でででで答答答答えているえているえているえている回答回答回答回答    …………    3333 件件件件    

A ものをよく見るようになりました。日常生活において人と話すときも、

ときどき視覚化して話すようになりました。視覚化するという事は具体

化することでもあると考えました。 

C 他人の見方が変わったこと。 

N 他人への気遣いが変わり始めた。 

 

「「「「自身自身自身自身のののの日日日日常生活常生活常生活常生活にににに変化変化変化変化がががが出出出出てきたてきたてきたてきた」」」」というというというという内容内容内容内容でででで答答答答えているえているえているえている回答回答回答回答    …………    5555 件件件件    

B 普段生活している時の気分がおだやかになって、過食が減った。 

C 自分について考える時間が増えた。 

Ｄ 時間の流れの感じ方が、なめらかになったように思う。 

また、視野が拡がった感覚もある。 

I 実感できるようになった気がする。 

M いろいろなことが深くなった気がします。 

 

「「「「癒癒癒癒されたされたされたされた」」」」というというというという内容内容内容内容でででで答答答答えているえているえているえている回答回答回答回答    …………    2222 件件件件    

Ｅ renewal された感じ！深い至福感。 

G 一つの課題、役を通して交流することで、癒された気がする。 

（病でも）認めてくれる方々がいて良かった。 

    

「「「「演劇面演劇面演劇面演劇面にににに変化変化変化変化がががが出出出出てきたてきたてきたてきた」」」」というというというという内容内容内容内容でででで答答答答えているえているえているえている回答回答回答回答    …………    3333 件件件件    

H 女優をするという事も、前はもっとせっぱつまってて、泣くか無気力に

なるかだったけれど、すごく、なんとなく気持ちのいい状態で、人生の

中で続けていくことができるような気がしました。まだまだ問題はある

けど、自分には出来ないかも、とは思わなくなった。続けてよかった。

どうもありがとうございました。 

K トゥーゼンバフ役に対する理解が深まった。 

J 役に対する関わり方が変わりました。 
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        「「「「自自自自身身身身のののの欠点欠点欠点欠点がががが見見見見えてきたえてきたえてきたえてきた」」」」というというというという内容内容内容内容でででで答答答答えているえているえているえている回答回答回答回答    …………    4444 件件件件    

H 自分の問題は、相手を受け入れられない事、それから解放しきれない部

分だと分かりました。最後の最後で、思い切りやった時はとても楽しく、

疲れなかった。でも、目の演技について教わったことが、とても感覚に

つながったと思います。今までのことが、だんだん身になってきたのか

なという実感があって、本当に嬉しかった。本当に見捨てず、そして何

より毎回見抜いてくれることが、とてもとてもありがたかった。感謝し

きれません。 

Ｆ 先週、K さんがソリョーヌイ役を演じられている時、突然、自分の中の

醜い部分が噴出して来て圧倒されました。自分をコントロールできるよ

うになるのに 1週間かかりました。 

P 自分の悪いところが、はっきりしてきました。 

O 注意のトレーニングしようと思えた。生きてませんでした。改めてチェ

ーホフはすばらしい。芸術家になるのは改めて大変なこと。 

 

 

（８） 今回のマスタークラスで、分からなかったことは何ですか？ 

 

B 分からなかったことはないが、まだ全てが完全に腑に落ちてはいない感じ。 

Ｄ 思い当たらず。 

Ｅ 大丈夫です。これからがスタートです。 

Ｆ 私にとって新しい用語、新しい表現があったので、ついて行くのに精一杯で

した。 

I 確信、というところに興味を持ちました。ぜひ、そのトレーニングもしてみ

たいです。 

J いろいろありますが、時間がないです。 

P わかることはできること…なら、全部かもしれません。 

    

 

欄外の感想として 

               

M とても幸せな十日間でした。 

ありがとうございました！ 

P ありがとうございました。 

ひとつひとつ見にしみる１０回でした。 

  

 

＜マスタークラスの終了後の懇親会にて＞ 
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４４４４．．．．総括総括総括総括    ～～～～私私私私たちのたちのたちのたちの心心心心のののの問題問題問題問題についてについてについてについて～～～～ 

 

 今回のマスタークラスを通して、以下のような感想を持ちました。 

 全体に、私たちの生活では「相手にきちんと意識を向ける、注意を向ける」ということが少な

くなっているのではないでしょうか？ 意識を向けているつもりでも相手に意識が向いていない。

日常生活の中で、深い集中が生まれる機会が少ない。当り前なことですが、こういう生活習慣は、

無意識のうちに不安を生み、焦燥感を生んでいくのではないかと思います。 特に都市部では、

知らず知らず、多忙な生活を余儀なくされ、情報の氾濫は、こういった現象に拍車をかけている

ようです。 

 今回、簡単な「注意のトレーニング」の実践を通して、顕著に効果が出てきたのには驚きまし

た。そして、こういった些細なことの中に、実は、大きな問題解決への道があるのでは、という

思いがしました。 

 しかし簡単なトレーニングとは言え、レオニード・アニシモフ氏の深い経験からくる実践的な

指導がなければ、これほどの効果はなかったと言えるでしょう。 

 

今回のマスタークラスで、講師の次の言葉が印象に残りました。 

「交流とコミュニケーションというのは別物です。 

現代では、コミュニケーションについてしか言われません。ここに問題があります。 

皆さんは交流を学んでください。演劇はまさに、この“交流”の芸術なんです。」 
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 2011 年度 5 月開催「俳優のためのマスタークラス」講義 1 日目（抜粋） 

（2012 年 5 月 1 日実施 講師：Ｌ・アニシモフ ／ 通訳：上世博及 ／ 編集：岡崎弘司） 

 

2012 年 5 月開催「俳優のためのマスタークラス」での、初日に行われた講義内容を抜粋して掲載します。 

最初、今回の受講生たちから自己紹介と、このマスタークラスを受講した目的について伺いましたが、今回は、

「俳優としてのスキルアップ」を目指す方より、「自身の問題を解決したい」「創造活動に興味がある」という方

が多かったようです。 

 

 

１１１１．＜．＜．＜．＜意識意識意識意識とはいったいとはいったいとはいったいとはいったい何何何何かかかか？＞？＞？＞？＞ 

いろいろ伺っていて、やはり多くの方が「自分って一体 

何だろう？」「自分の事について知りたい」という方が大変 

多いですね。じゃあ、ちょっとその辺から始めてみましょうか。 

 

（（（（１１１１））））    意識意識意識意識のののの構造構造構造構造     

「意識って一体何なのだろうか？」ということについて 

まず考えてみましょう。 

スタニスラフスキーは、意識を３つのレベルに分けました。 

意識（顕在意識）、潜在意識、それと超意識です。この顕在意識というものは、知性や理性の事を指します。た

だ、意識全体意識全体意識全体意識全体のののの中中中中でのでのでのでの「「「「知性知性知性知性、、、、理性理性理性理性」」」」のののの割合割合割合割合はははは非常非常非常非常にににに少少少少ないですないですないですないです。。。。１０１０１０１０％％％％以上以上以上以上はないとはないとはないとはないと言言言言われていますわれていますわれていますわれています。潜在

意識の割合は非常に大きいです。研究家によっては、６０％、７０％を占めると言っています。それと超意識

というものがあります。 

便宜上、これを「意識」という風に描きます（図を描きながら）。 その内の１０％が、これがさっき言った

「知性」や「理性」の部分です。で、下の部分の割合を「潜在意識」という風にしましょう。 

この部分は大変重要です。何故かというと、まずここに我々の「記憶」があります。更に我々個人の記憶だ

けでなく、遺伝的な記憶も含まれます。つまり我々祖先の記憶です。更にこの部分が、我々の身体を動かして

くれます。例えば我々の内臓が働くのに、考えて、わざわざ働かせません。知性で、つまり頭で内臓をコント

ロールする事はできません。 

そして「超意識」という部分は、これはもう、全人類の知恵、叡智というものが集まっているところです。 

まあ、割合を示すとすれば、１０％があって、潜在意識が６０％位あって、残り３０％位が超意識です。 

 

                     超意識 直感。インスピレーション。 

                         全人類の叡知が集まっている。 

顕在意識 「知性・理性」の力を借りて潜在意識に入っていく。 

 

                      潜在意識 記憶。個人の、祖先の、内臓を動かす。 

                          創造活動が始まるところ。 

 

 

超意識 

30％ 

顕在意識 10％ 

潜在意識 

60％ 
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（（（（２２２２））））    意識意識意識意識のののの役割役割役割役割 

一番簡単な例から始めますが、例えば、ここに本があります。これを「本」と見るまでに、意識は大きな作

業をします。私の声や、通訳の方の声を皆さんは耳にしていますが、でも皆さんの意識がこれを「音」として

捉えて、その音を「言葉」として捉え、その言葉が今度は皆さんの意識の中で、ある「意味」として捉える。

それでお互いが「理解」しあえる訳です。 

そういう風に見ていくと、我々の意識というものは、ある意味、いろいろなエネルギーを変換する変換器で

あると言えます。様様様様々々々々ななななエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーをををを我我我我々々々々のののの感情感情感情感情だったりだったりだったりだったり、、、、理解理解理解理解だったりだったりだったりだったり、、、、認識認識認識認識だったりだったりだったりだったり、、、、そういうそういうそういうそういうエネルギエネルギエネルギエネルギ

ーーーーにににに変換変換変換変換してくれるのがしてくれるのがしてくれるのがしてくれるのが「「「「意識意識意識意識」」」」ですですですです。もちろんこれは理解しやすい、とても簡単な例です。更に非常に複雑

な機能も持っています。 

ですので、我々の持っている意識の機能がどういうものであるのか、更にこの機能をどう使ったらいいのか

ということを把握することが、大変重要になってきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（（（３３３３））））    意識意識意識意識をををを養養養養うものうものうものうもの 

意識というものは、感情が栄養になります、感情によって養われます。ただ「エモーション（註）」と呼ばれ

るものとは違います。これは分けなければいけません。エモーションというものは、意識にとって非常に危険

なものになります。 

いい栄養というのは、いい感情です。ですから、悪い感情を持ってしまうと、悪い栄養を取るという事にな

ります。従って、芸術芸術芸術芸術というのはというのはというのはというのは、、、、人間人間人間人間のののの意識意識意識意識にににに良良良良いいいい栄養栄養栄養栄養をををを与与与与えるものでなくてはいけませんえるものでなくてはいけませんえるものでなくてはいけませんえるものでなくてはいけません。音楽も、これ

はもう言葉ではまったく表現できない芸術ですが、音のバイブレーション、波動、それによって我々の意識に

何かしらの感情をもたらすものです。いい音楽、すばらしい栄養を持つような音楽であれば、我々の意識にも

良い栄養として、意識が良い方向に養われる。そこで、自分の一日の生活を考えた時、じゃあ、我々の意識に

どういう栄養を与えているんだろうという風に見てみると、ちょっとガッカリします。まったく栄養を与えて

いないか、或いは、あまりいいものを与えていない。そういうそういうそういうそういう訳訳訳訳でででで、、、、いいいいいいいい栄養栄養栄養栄養をををを与与与与えるためにはえるためにはえるためにはえるためには、、、、我我我我々々々々のののの感情感情感情感情

そのものをそのものをそのものをそのものを、、、、良良良良いものにしていかなければいけないいものにしていかなければいけないいものにしていかなければいけないいものにしていかなければいけない訳訳訳訳ですですですです。 

 

    註： 「エモーション」とは、一般に「情緒・感情」を意味しますが、演技の上では、「人工的な感情、

無理矢理しぼり出した感情、感情に見せかけた偽物の表現」として、「自然な感情」と全く対立する

概念で使われています。「自然に生まれる感情」は、周りに良い影響を与えますが、「エモーション」

と呼ばれる「偽物の感情」は、無意識下で、人に悪い影響を及ぼすものとして捉えられています。 
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（（（（４４４４））））    意識意識意識意識（（（（知性知性知性知性やややや理性理性理性理性））））をををを使使使使ってってってって、、、、いかにいかにいかにいかに潜在意識潜在意識潜在意識潜在意識にににに入入入入っていくかっていくかっていくかっていくか？？？？ 

更に一番面白いのは人間人間人間人間のののの創造活動創造活動創造活動創造活動、、、、クリエイティビティクリエイティビティクリエイティビティクリエイティビティというのはというのはというのはというのは、、、、潜在意識潜在意識潜在意識潜在意識からからからから始始始始ままままるるるるということです。

つまりつまりつまりつまり、、、、知性知性知性知性やややや理性理性理性理性のののの部分部分部分部分ではではではでは、、、、創造活動創造活動創造活動創造活動ができませんができませんができませんができません。。。。ここで、人々がよく犯す間違いというのが、知性や

理性で何かを作り出してしまおうとすることです。創造活動を始めるためには、知性を使って、潜在意識に入

っていかなければいけません。そこをスタニスラフスキーシステムはどうすればいいかを教えてくれます。 

顕在意識、つまり、知性や理性の力を借りて、どうやって潜在意識に入って、創造活動をするのか？ その

プロセスが進行していくと、今度は潜在意識から超意識につながるという可能性が出てきます。それが直観と

呼ばれているものです。あるいはインスピレーションと呼ばれるものです。これは「超意識」の分野になりま

す。 

ですから、まず我々が学ばなければならないのは、意識的に、いかに潜在意識に入っていくかということで

すね。知性や理性の力を使って、いかに潜在意識に入っていくか。これができたら、次に超意識に繋がる。 

このプロセスは、どんな芸術にも役立つものです。スタニスラフスキーは、いろんな俳優達や、ほかの芸術

家達、音楽家や画家やなんかを研究した上で、この結論に達したものなんですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（（（５５５５））））意識意識意識意識ををををコントロールコントロールコントロールコントロールするものするものするものするもの 

意識をコントロールしているものは何か？ 意識をコントロールしているものは「意志」です。なので意志

を働かせるのにはどうすればいいかということを、まず覚えなければいけません。ただ、強制的、無理強いし

ては、意志というのは働きません。ですから、意志が自然と生まれてくる、引き起こされるようにしていかな

ければいけない。その辺りも、スタニスラフスキーシステムの中で大きな部分を占めています。 

スタニスラフスキーは、人間の精神的エネルギーの起動力になるものは３つあると言っています。知恵（ウ

ム）と意志（ボーリャ）と感情（チューストヴァ）です。スタニスラフスキーは、知恵をどうやって自然に引

き起こすか、意志をどうやって自然に引き起こすか、感情をどうやって自然に引き起こすか、ということを教

えてくれています。ところで、先ほど話しました、意識というものは感情が栄養になりますが、意識をコント

ロールするものは意志です。そして、この意識の一番重要な部分となるのが、「考え」「思考」です。これが動

物と人間を、大きく分けているものです。 

 

２２２２．．．．我我我我々々々々はははは、、、、どういうことをどういうことをどういうことをどういうことを訓練訓練訓練訓練しなければしなければしなければしなければならならならならないかないかないかないか？？？？ 

我々がまずどういうことを勉強しなければいけないか、どういうことを訓練していかなければいけないかが、

ここに全部含まれています。 

まず、「考え」というものをコントロールできるようにならなければいけません。そして意志を生み出せるよ
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うに、誕生させるようにできなければいけません。ごく自然と、いい感情を生み出せるようにしていく必要が

あります。こうして、どんなジャンルの創造的な活動というものも、全てこの「精神的エネルギーを動かす」

という事に関わってきます。 

それと、先ほど、この意識というものが「変換器」であると言いましたけれども、それ以外に、「充電器」の

役割もしています。つまり我々の意識というものは、あるエネルギーを貯めていく、貯蓄していく事ができる

わけです。更に、変換器、充電器の役割以外に、「発電機」の役割をすることもできます。どういう事かという

と、我々は、色々なエネルギーを放射する事ができます。この「放射する」ということは、我々にとって大変

大きな意味を持っています。 

 

３３３３．．．．意識意識意識意識はははは、、、、周囲周囲周囲周囲にどれにどれにどれにどれほどほどほどほど影響影響影響影響をををを与与与与えるかえるかえるかえるか？？？？    ～「～「～「～「宇宙宇宙宇宙宇宙のののの 3 つのつのつのつの法則法則法則法則」」」」 

量子物理学とか素粒子の世界では、我々の持っているエネルギーというものが、どれほど周囲に影響してい

るかということを科学的に立証するようになってきています。つまり現代科学が、人間の持つ意識は、環境や

周囲に大変影響しているということを証明し始めてきています。さらにスタニスラフスキーは、宇宙には３つ

の法則があると言っています。これは、まず一つ目が「共鳴の法則」、２つめが「適合の法則」、３つ目が「共

通尺度の法則」です。 

一つ目の「共鳴の法則」がどういうものかというと、「我々の持っている意識、我々が放射している意識と同

じものが引き寄せられてくる、それに共鳴して引き寄せられてくる」ということです。これは皆さんも経験が

あると思いますが、気分が乗らない時、あるいは悪い考えが頭にある時というのは、そういう悪いものばかり

生まれようとしてきます。どんどんひどくなってしまう。また逆に、精神的に非常にいい状態の時、魂の部分

がいい状態だと、なんでもすごく上手く行きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４４４４．．．．精神精神精神精神とととと魂魂魂魂についてについてについてについて 

今、「精神と魂」という言葉を使いました。 

今、意識について手短かに話しましたけれども、今度は、「魂と精神」について話したいと思います。クリエ

イティブな、創造的な話をする時、或いは芸術について話をする時、必ずこの魂や精神と関わってきます。今

回、我々の共通認識として、「魂（душа：ドゥシャ）」という言葉を使った時、これは我々の持っている感情

や気分、の分野についてであるという共通言語にしたいと思います。で、「精神（дух：ドゥフ）」ということ

を言う時には、これは我々の「イマジネーション」のことです。そしてこれは「考え」「思考」ということに関

わってきます。（註） 
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    註： ここでは「精神（дух：ドゥフ）」と訳していますが、ロシア語の「дух：ドゥフ」には「霊」

または「霊性」という意味もあります。使われている箇所によっては、「精神」という意味でより、

「霊・霊性」という意味で捉えた方が分かりやすい部分もあります。 

 

 

５５５５．．．．イマジネーションイマジネーションイマジネーションイマジネーションのののの重要性重要性重要性重要性    ～～～～バランスバランスバランスバランスのののの取取取取れていないれていないれていないれていない現代現代現代現代 

これを認識しておいてください。これがやはり動物と違うところです。我々はイメージする事ができます。

創造活動、クリエイティブな活動において、一番重要なのは、この「イマジネーション」です。そして超意識

的な分野では、イメージ、イマジネーションの世界に直結します。このイマジネーション、イメージする事が

できる事で、人類は現在まで文明を発達させる事ができた訳です。簡単な事を言えば、自分が建築する家をイ

メージする事が出来なければ、家を建てられないですよね。そういう意味で言えば、技術の分野では、イメー

ジというのはものすごく発達してきました。飛行機を造ったり、新幹線を造ったり、ヘリコプターを造ったり、

そういう事を人間は出来たわけです。ただ、芸術的なイメージとなると、我々は、とても遅れています。それ

は意識にちゃんといい栄養を与えられる、感情を呼び覚ますような、いい芸術的なイメージです。新幹線は作

れました。でも新幹線に乗っている悪い人たちは、悪い感情を持ったままです。つまり我々は、ある責任を負

っていかなければいけないということです。我々は、やはり技術的なイマジネーションとは違う、芸術的なイ

マジネーションを養っていかなければならない訳です。その芸術的なイメージを自分の中に育てていき、更に

お客さんにも、そこをちゃんと育てられるようにしなければならない訳です。 

スタニスラフスキーシステムは、じゃあ、如何にして芸術的なイメージを発達させていけばいいのかという

ことにも、大きな比重を置いています。 

つまりアンバランスになっている訳ですね、世の中は。技術的なイマジネーションはあまりにも先に行って

しまって、芸術的なイマジネーションというものはどんどん遅れてしまっている。そうすると、人類というの

は、やはり非常に深刻な問題にぶち当たってしまっている。技術はどんどん先に行ってしまうのに、精神や魂

は、それに追いついていってない。これは、私個人的には、21 世紀世紀世紀世紀というのはというのはというのはというのは、、、、文化文化文化文化やややや芸術芸術芸術芸術のののの世紀世紀世紀世紀にならないにならないにならないにならない

といけないといけないといけないといけないと確信しています。絶対にそうならなければいけない。それは、我々誰もがそこに、アンバランス

を感じ、そこに危機感を抱えているからだと思います。技術的技術的技術的技術的にはにはにはには大変良大変良大変良大変良いんだけれどもいんだけれどもいんだけれどもいんだけれども、、、、魂魂魂魂やややや精神精神精神精神にはにはにはには良良良良くくくく

ないないないない。。。。人間人間人間人間のののの中中中中にににに本来本来本来本来ななななければければければければいけないいけないいけないいけない、、、、自然自然自然自然としてのとしてのとしてのとしてのバランスバランスバランスバランスがとれていないからですがとれていないからですがとれていないからですがとれていないからです。。。。色んな病気が、や

はりあります。でも全ての病気というのは、やはり意識が問題になっているからです。ロシアでは病気という

のは神経が作っていると言います。という事は、意識が作っているという事です。 
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６６６６．．．．人人人人にににに影響影響影響影響をををを与与与与えるえるえるえる、、、、精神的精神的精神的精神的ななななエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの存在存在存在存在 

「感謝する」というカテゴリーがあります。つまり人間が得られるエネルギーとして、「感謝」というのがあ

ります。これは、この場合で言うと、「スピリチュアルな」「霊的な」カテゴリーと言った方がいいですが。 

「感謝」というエネルギー、「美」「美しさ」、それから「真理」、それと「真実」。 これら４つは、同じエネ

ルギーの呼び方が違うだけなんです。 

「美しさ」「美」というのもこれも「霊的な」（カテゴリーの）ものです。ただこれは、科学や美学というも

ので使われる言葉です。さらに「真理」というのは、哲学で使われる言葉です。我々の世界では、同じレベル

で、これを「真実」と名づけます。これも非常に重要なカテゴリーのもので、重要なエネルギーです。「真実」

というものも、これもエネルギーです。チェーホフが好んで、繰り返し言っていた表現があります。彼自身は

医者でした。さらに天才的な作家でもありました。彼は医者として、「真実、（つまりエネルギーでいう真実で

す。この真実）こそが人を治療する事ができ、真実こそが人を癒すことが出来る。」つまり「真実」「真理」「美」

「感謝」というエネルギーは、我々を癒す、治す、そういう良いエネルギーを持っています。 

 つまり、芸術芸術芸術芸術というのはというのはというのはというのは、、、、人間人間人間人間にとってにとってにとってにとって良良良良いいいい、、、、肯定的肯定的肯定的肯定的なななな、、、、意識意識意識意識をををを養養養養うようないいうようないいうようないいうようないいエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーをををを作作作作りりりり出出出出すことすことすことすこと

です。 

 

７７７７．．．．「「「「感情感情感情感情」」」」やややや「「「「思考思考思考思考」」」」のもつのもつのもつのもつエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーについてについてについてについて 

スタニスラフスキーシステムにおいては、俳優の非常に高い状態のレベルを「エネルギーの放射と受容」、と

呼んでいます。もちろん生身の俳優ですから、そこに、体の、肉体的なエネルギーもありますが、それとは別

に「感情」のエネルギーもあります。これもやはり放射されます。さらにそこで､何か考えがパッとひらめいて、

そこから来る「考え」のエネルギーというのもあります。そういう風にして、俳優という人間から色んなレベ

ルのエネルギーが放射される。それを例えば、肉体の持つ身体的なエネルギーを、１とすると、例えば色んな

スポーツの競技も見ますけれども、私も水泳だったり、例えば、短距離だったり陸上競技だったり、それでい

つも見ていてビックリするんです。例えば水泳だったら、本当に、ゼロコンマ何秒という世界を競っているわ

けですよね。10 分の 1秒、100 分の 1秒を争う世界です。世界一になる人は、人より 100 分の 1秒速く泳いだ

人が世界一になります。つまり肉体の限界を感じます。つまりスポーツの世界というのは、ある意味、肉体の

限界に来てしまっている。ほんの何ミリで決まったり、何秒かで決まったり。でも､今度、人間の感情のエネル

ギーを考えてください。これはもう身体のエネルギーの何倍も何倍も強いです。これはもう疑いのないもので

すね。例えば女性が車を持ち上げてしまったりします。これは子供が事故に合ってしまったといような状況で

す。母性というものが車を持ち上げてしまったりする訳です。 

 

＜思考のエネルギー＞ 

それに比べて、今度は「思考のエネルギー」「考えのエネルギー」というものは、今述べたエネルギーよりも、

さらに何倍も強くなります。「考え」というものには色んな種類、特徴があります。例えば、スピード、速さ。

「考え」というのはどれくらいの速さを持っていると思いますか？ これは光よりも速いです。全く別次元の

ものですね。これは肉体生活とは全く違う次元にあるものです。 

「思索」というものと「思考」というものは違いがあります。スタニスラフスキーの使っている言葉として

は、そこには大きな違いがあります。「思索にふける、考える」というのは、もちろん脳の働きです。でも、思

索にふける、何かある考えをしたことで、パッと気づくような考え、これを「考え」「思考」と言います。 

つまり「あるイメージや、形象を伴っている考え」のことです。例えば、ある考え、イメージがハッと出て
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くる時、その考えは形象化されてイメージでつながっています。この意味でスタニスラフスキーは「イメージ

しなければ考えは生まれてこない」とも言っています。 

 

＜感情のエネルギー＞ 

さらに「感情」の世界というものも、我々の肉体の世界とは、全く関係の違うところに存在しています。例え

ば、すごくお腹は空いているんだけれども、感情はとてもいい。逆にものすごく満腹感があるのに感情はよくな

い。そういう風に見てみると、人間というのは３つの違う次元を同時に生きています。まず肉体というのは三次

元の世界です。「感情」の世界というのは、また違う次元の世界です。「考えやイマジネーション」というのはも

っとさらに違う次元の世界です。ただこのように３つに分けているというのはごく自然なことです。つまり我々

の意識というのは、違う次元の世界を同時に生きる事が出来る訳です。なので、スタニスラフスキーは、どうや

って魂の持っているエネルギーを発達させていったらいいのか、考えの持っているエネルギーをどうやって発達

させればいいのか、イメージ力、イマジネーションをどうやって発達させればいいのかを教えています。 

 

我々が一番興味があるのは、「精神の世界」（一応便宜上、ここでは精神と訳しておきますが）と、「魂の世界」

です。俳優というのは、目に見えないそういう次元の世界のエネルギーを、体を使って表現する。ピーター・ブ

ルックという演出家がいます。シェイクスピア劇場の演出家だった人ですね。彼が言うのは、「目に見えないもの

を見える形にする。これが芸術である」と。日常生活では、魂の世界やスピリチュアルな精神の世界とかは気づ

きません、見えません。でも芸術というのは、それを見えるように、或いは聞こえるようにしていくことです。 

例えば、音楽の世界ですね。作曲家が何かある感情を経験し、考えを経験する。それを音符という記号に書き

留めて、それを全部記録し、それをオーケストラが演奏することによって、聴衆は作曲家の考えてること、感じ

たことを受け取ることが出来る。これが芸術の世界であって、我々は、芸術の世界が出来上がっていく創造的プ

ロセスというものを勉強していきます。 

芸術芸術芸術芸術というのはというのはというのはというのは、、、、これはこれはこれはこれは、、、、あるあるあるある創造的創造的創造的創造的なななな過程過程過程過程をををを経経経経たたたた結果結果結果結果、、、、果実果実果実果実、、、、実実実実ですですですです。。。。ででででもももも創造活動創造活動創造活動創造活動（（（（ののののプロセスプロセスプロセスプロセス））））をををを経経経経なななな

いといといといと、、、、芸術芸術芸術芸術はははは生生生生まれてこないまれてこないまれてこないまれてこない。 

だから一番面白いのは、我々の内部でどういう創造的な活動、プロセスを経ているのか？何から始まるのか？

その創造的な、クリエイティブな活動をするプロセスに役立つものは何なのか？ 何がその創造的なプロセスを

発展させてくれるのか、です。そういうことを我々は研究していかなければいけない。 
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 2011 年度 5 月開催「俳優のためのマスタークラス」2 日目 講義（抜粋） 

（2012 年 5 月 2 日実施 講師：Ｌ・アニシモフ ／ 通訳：上世博及 ／ 編集：岡崎弘司） 

 

2012 年 5 月開催「俳優のためのマスタークラス」での 2 日目に行われた講義内容を以下に抜粋して掲載します。

「創造において大切なことは、自然の創造プロセスに従うこと」であるという考えを、植物の成長の過程に比較

しながら、分かりやすく講義していただきました。 

 

 ＜＜＜＜はじめにはじめにはじめにはじめに＞＞＞＞ 

今日は実際どうやってスタニスラフスキーシステムという 

ものが出来てきたのか？ 何故、スタニスラフスキーシステム 

というものが生まれてきたのか？ スタニスラフスキーシステム 

自体というものが、どういうもので、演劇芸術という世界で、 

何故このシステムが生まれてきたのか、ということについて 

少し説明しようと思っています。 

そこを理解していくことによって、今後、我々がやっていく 

色々な作業なども分かりやすくなっていくと思います。 

 

１１１１．＜．＜．＜．＜生生生生きているきているきているきている人間人間人間人間のののの中中中中でででで起起起起こるこるこるこる創造的創造的創造的創造的プロセスプロセスプロセスプロセスはいったいはいったいはいったいはいったい何何何何なのかなのかなのかなのか？＞？＞？＞？＞ 

演劇芸術という芸術は、あらゆる芸術の中でも一番複雑な楽器、道具を使います。それは人間というものです。

人間というのが、一番複雑な道具、楽器です。どんな複雑な楽器よりも、やはり人間のほうが複雑です。演劇に

おいては、俳優が、自分が創造主、何かを作り出す創造主であると同時に、楽器にもなってなければいけない。  

ですから、生きている人間の中で起こる創造的プロセスはいったい何なのかということを研究するのはとても

大事なことです。 

人間というのは、小宇宙とも言われます。人間そのものが自然の一部でもあります。自然の一部としての木が

あったり、自然の一部としての動物がいるのと同じように、人間も自然の一部として存在している。人間の内側

には、その自然があるんです。しかも自然の謎、秘密、自然界が何かを作り出すクリエイティブになる、その謎

を抱えています。我々人間というのは、未だに自然界の創造、自然がどうやって作り出されていくのか、という

事を最終的には解明できていません。 

 

２２２２．＜．＜．＜．＜自然界自然界自然界自然界のののの創造的創造的創造的創造的プロセスプロセスプロセスプロセスのののの謎謎謎謎 ―――― 植物植物植物植物のののの「「「「種種種種」」」」のもつのもつのもつのもつ奇跡奇跡奇跡奇跡 ――――＞＞＞＞ 

科学者たちでさえ、本当に小さな種から、何故あんなに大きなものが育っていくのか、まだはっきりと説明で

きていません。形も持ち、色も持ち、匂いも持つ植物が、どう育っていくのか？同じ土地、同じ地面、同じ土の

中で、同じ空間の中に、２つの花が咲く。同じ土壌から栄養を吸収します。同じ空気の中で成長します。同じ太

陽の光を浴びます。しかし何故、違うように育つのでしょうか？何故、違う色になるのか？何故、違う匂いにな

るのか？これはもう驚くべき謎です。それぞれ花の一つ一つが、さらに種を残して、その種の中にその花の持つ

全ての情報が残されています。同じような花がまた育っていきます。でもまったく同じものにはなりません。も

っと、ある意味、完璧に近いものになります。つまりそうやって見ていくと、その新たに誕生した花というのは、

その前の花より、付け加わった、ある質を持つようになります。つまり、そういう小さな種の奇跡というのは、

未だに謎な訳です。 
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そういう色々な情報というのが、こういう花に育っていくという、その情報の質としての霊的な部分、スピリ

チュアルな部分とは一体、何なのでしょうか？ 科学的に、その種とまったく同じような成分で、科学的に人工

的に作ったとしても、同じ花は絶対に誕生しません。人工的に同じ種を作り出すということは出来ないんです。

飛行機を発明したり、新幹線を発明したりする事は出来ましたけども、自然界の種を作るということは不可能で

す。原子爆弾原子爆弾原子爆弾原子爆弾はははは発明発明発明発明できましたけどもできましたけどもできましたけどもできましたけども、、、、このこのこのこの小小小小さなさなさなさな種種種種はははは作作作作りりりり出出出出すことができないすことができないすことができないすことができない。。。。これがこれがこれがこれが自然界自然界自然界自然界のののの創造創造創造創造のののの秘密秘密秘密秘密、、、、

謎謎謎謎ですですですです。 

人間の中にも、そういう秘密、謎がある訳です。我々だって、言ってみたら、種から生まれてきていますね。

そこには、自分の祖先から伝わってきている膨大な情報を抱えています。本当に小さな細胞から誕生してます。 

我々は、大きな意識を持って育ちました。一体どこから、それら全ては誕生しているのでしょう？ 自然界が

どうやって誕生していくのか、その創造の秘密を研究するのと同じように、自分の中、人間の中にある、自然の

創造の部分を研究するというのは、非常に興味深いところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３３３３．＜．＜．＜．＜創造創造創造創造のののの秘密秘密秘密秘密はははは、、、、自然界自然界自然界自然界のののの創造法則創造法則創造法則創造法則にににに従従従従うことうことうことうこと＞＞＞＞ 

それでスタニスラフスキーは、驚くべき、ある言葉を残します。「人間人間人間人間はははは、、、、人間自身人間自身人間自身人間自身でででで、、、、何何何何かをかをかをかを作作作作るというるというるというるという事事事事はははは

不可能不可能不可能不可能であるであるであるである。。。。唯一唯一唯一唯一のののの天才的天才的天才的天才的なななな芸術家芸術家芸術家芸術家、、、、それはそれはそれはそれは自然自然自然自然であるであるであるである。。。。」― それは人間の中にある自然、この自然が天才的

な芸術家なんです。ということは、何とかして、その人間の中にある自然を開かなければいけない訳ですね。そ

の自然が、自分の中にある自然が、何かを作り出すにはどういうことをすればいいかを学ぶんです。一人一人の

中にあるんです。でも一人一人の中に必ずあるのであれば、何故、我々は天才的な創造主になれないんでしょう？ 

 

もしかしたら我々は生まれた時は、大変な天才だったのかもしれないけれども、だんだんと自分の中に、自然

の力というのが活動しなくなって、ある意味、寝てしまっているような状態なのかもしれません。昨日話しまし

たけれども、子供というのは皆、天才です。けれども、だんだんと、自分の中にある自然の力というものが眠り

についている。 

仏教の世界やヨガの世界では、いろいろな修行を通して、覚醒して、自分の中で元々持っているエネルギーを

どんどん使えるようにしていかなければいけないと言ってます。でも、どんな修行をしても、それが出来ない人

もいます。でも実際には、そういったエネルギーは、本来我々が自然として持っているエネルギーの筈なんです。

自然界から、ちゃんと一人一人に与えれているエネルギーです。でも何故そのエネルギーは寝てるんでしょう？  

昨日も少し触れましたけれども、エネルギーの中には「潜在意識的なエネルギー」もあれば、「超意識的なエネ

ルギー」も存在します。自然の創造活動ということを考えていくと、これらのエネルギーとは一体何なのでしょ

うか。それを解明していくことは、とても重要ですね。 
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スタニスラフスキーは、実際大変な金持ちだったので、海外をしょっちゅう旅行しては、そこで色々な天才的

な俳優たち、或いは作曲家たち、音楽家たち、画家たちと出会って、その芸術家達を研究するようになります。

そういう人たちは、何故このエネルギーがちゃんと働いているのかということを知りたかった訳ですね。それで

長年の研究を基本にして、研究を重ねた上で、自然の創造活動には、ある法則があるということに彼は気づきま

す。この「自然の創造活動の法則」というものを、ちゃんと勉強して、それに従っていけば、我々は自然から、

いかに創造活動ができるようになるかということを学べるようになります。 

それで、スタニスラフスキーは、９つの（創造の）法則を発見します。ただ彼は、「私が発見できたのは、９つ

であって、この法則はまださらにある筈である。将来、誰かが、更にその法則を発見するのではないか？」と言

っています。スタニスラフスキーに一番興味があったのは、「自然の創造活動における法則」だった訳です。スタ

ニスラフスキーが、こういった創造の法則を発見するまでは、天才的な俳優たちが、直感的にその法則に従って

やってたんですね。ただ実際にそういう事ができる人たちは、本当に数える程度です。 

 

スタニスラフスキーの一番の貢献というのは、誰しもがその法則を学んで、その法則に従って、人間誰しもが

創造活動ができるようになる事を教えていることです。 

残念ながら世界の演劇は、未だにイミテーションの方法しか使っていません。全ては人工的です。（それは）何

かを真似るということであって、本当に人間として、自分の中で自然の部分が動いて、それを表現しているとい

うものではないですね。この「イミテーション」「真似」というのは、人間の意識には非常に危険です。 

 

スタニスラフスキーシステムというのは 100 年くらいしか存在していません。けれど、歴史は短いのに、既に

スタニスラフスキーシステムで使われていた用語がいろいろと変わってきています。アメリカの大学で私が教え

ていた時、色んな言語で翻訳されたスタニスラフスキーの言葉をそこで聞いた時に、そこでもう既に変化してし

まっているという事に気づきました。100 年も経ってないですね。でも色々と変えられてしまっている。しかも、

「模倣」という方向に変えられてしまっている。「模倣」の方が楽なんですね。 

 

スタニスラフスキーは、こういった新しい芸術の名前として「追体験芸術」という言葉を使いました。この「追

体験芸術」というのは、「自然の創造活動の法則を使った芸術」です。 

これは、人間が何か考え出した、編み出したやり方、芸術ではありません。もちろん私も演出家として色々な

ことを思いついて作ることもできますけれども、それはまったく違うことです。それは、人間（という自然の創

造プロセス）によって作られていない。演出家によって作られているものです。でもスタニスラフスキーの場合

は、「自然界はどう作っていくだろう？生み出すだろう？」ということについて探求しました。その意味でスタニ

スラフスキーは、「人間人間人間人間はははは人間自身人間自身人間自身人間自身でででで何何何何もももも作作作作りりりり出出出出すことはできないすことはできないすことはできないすことはできない。」。」。」。」つまり、知性知性知性知性やややや理性理性理性理性ではではではでは何何何何もももも生生生生みみみみ出出出出すすすす事事事事はははは

できないできないできないできない、と言ったんですね。 

スタニスラフスキーシステムにおける全てのプロセスというものは「自然界のプロセス」と全て比較できるよ

うになっています。 

 

「花はどうやって育っていくのか？ 樹はどうやって成長していくのか？ 子供はどうやって生まれてくるの

か？ 」それと同じようなプロセスを経て、本当の生きた芸術というのが生まれてこないといけませせん。ここが

スタニスラフスキーの一番天才的なところです。彼は、自分自身で、大きすぎるくらいの課題を背負ったんです。
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つまり、自然というのはどうやって何かを作り出すのか？を研究しました。言ってみれば、神はどうやって創造

するんだろう？ 宇宙というのはどういう風にモノを誕生させるんだろう？ ということを研究した訳です。 

芸術的形象、人物像というのは、子供が生まれてくるのと全く同じように生まれてくるのだとスタニスラフス

キーは言っています。つまり全て、子供が生まれてくるまでのプロセスがちゃんとあります。それと全く同じよ

うに「役」というのも生まれてこなければいけない。ですから、彼の説明によれば、まず役と出会わなければい

けない、さらに役に恋をしなければいけない、役と一晩を共にしなければいけない、さらに役を孕まなければい

けない、その後、役を生まなければいけない、さらに生んだその役を育てなければいけない。そうすると、役と

して生まれてきた芸術的人物像、形象というのは、自然の流れ、法則に乗っ取って成長していきます。 

 

気をつけてほしいのは、スタニスラフスキーは「創造活動のプロセスというのは、建築とは違う」と言ってい

ることです。これは未だにいろんな俳優、いろんな演出家たちが誤解している所です。多くの俳優や演出家たち

が、役や芝居を、椅子を組み立てるようなやり方で作ってしまっている。あるいは家を建てるのと同じようなや

り方です。いろんなところ、細かいパーツを繋ぎ合わせ、組み合わせて行って、釘を打ったりして。でもスタニ

スラフスキーは「そうではない。」と言っています。 

 

 

 

４４４４．＜．＜．＜．＜創造過程創造過程創造過程創造過程をををを「「「「植物植物植物植物のののの成長成長成長成長」」」」にににに例例例例えるとえるとえるとえると＞＞＞＞ 

（（（（１１１１））））創造活動創造活動創造活動創造活動におけるにおけるにおけるにおける「「「「種種種種」＝」＝」＝」＝ 強強強強いいいい感情感情感情感情  

「我々は、ある意味、庭師、園芸師にならなければいけない。 

育てていかなければいけない。我々は建築家ではない。我々は 

園芸家である。（スタニスラフスキー）」そうすると、自然と同じ 

ように、役が育っていきます。そういう風にして、スタニスラフ 

スキーシステムにおいて、創造過程の中では、最初に「種」が 

まずあるのです。 

この「種」の部分が何かというと、これは「非常に強い感情」の 

ことを言います。「生きた芸術を作りたい」という強い感情です。 

模倣の、死んだ芸術ではなくて、生きたものです。 

それを「追体験（ペレジヴァーニエ）」という風に言います。この「追体験という種」が、スタニスラフスキー

によって誕生しました。 

今、便宜上、スタニスラフスキーシステムがどういうものなのかを絵にしてみますね。分かりやすくする為に。

（絵を描きながら） 

 

（（（（２２２２））））創造活創造活創造活創造活動動動動におけるにおけるにおけるにおける「「「「根根根根っこっこっこっこ」＝」＝」＝」＝ 倫理倫理倫理倫理  

この「種」からまず「根っこ」が生えてきます。これは自然界と一緒ですね。この根っこが何かというと、こ

の根っこは「倫理（エチカ）」であると、スタニスラフスキーは言っています。これはすごく重要です。「「「「倫理倫理倫理倫理」」」」

というというというという根根根根っこがちゃんとっこがちゃんとっこがちゃんとっこがちゃんと生生生生えないえないえないえないとととと、、、、そのそのそのその種種種種はははは枯枯枯枯れてれてれてれて、、、、死死死死んでしまいますんでしまいますんでしまいますんでしまいます。じゃあ「倫理」って一体何なのでし

ょうか？ スタニスラフスキーは「倫理」ということで本を書いています。 
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倫理というのは２つの部分があります。２つの部分から成り立っているというよりは、倫理の中で何かが対立

し合っている。倫理というものの中には、まず「モラル」というものと「道徳」、これは同じように聞こえますが、

便宜上、言葉としてそうしておきますが、「モラル」と「道徳」があります。 

 

「モラル」というのは、ある意味、社会的なことを指します。社会的モラルです。これは、社会的なあるルー

ルですね。社会の中で「これはやってもいいけども、こういう事はやってはいけない」ということを「モラル」

と言います。例えば、100 年前、（ヨーロッパで）女性がズボンを履いていたらどうなるでしょう？ これは余り

にもモラルに反している事になるわけです。もう恐ろしい事になってしまいます。社会的にはショック状態にな

ってしまうわけですね。 

でも、そういう風にして見ていくと、モラルというのはどんどん変わってきています。今では、女性は皆、ズ

ボンを履いています。で、そういう風にして、昔は醜いものと言われていたものが、今は美しいものと捉えられ

たりします。モラル的に見たら、人類というのは良い方向には成長していないように感じますね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 年前、50 年前にあった絵葉書やなんかを思い出しますと、いつも、例えばクリスマスの時など、天使の絵が

描かれていたりしていました。今はなんかクリスマスカードっていうと、変てこな怪物が描かれています。モン

スターですね。私もアメリカに住んでましたから、アメリカのバーやなんかに行くと、壁が真っ黒で、モンスタ

ー、怪物が描かれています。… そういう意味で、大きな変化があります。昨日も話しましたけれども、無意識

に、パッとモンスターが目に入ってきてしまったら、やっぱり知らないうちに、モンスターのことが意識に入っ

てきてしまうわけです。 

 

この話は今までにも何度か話したことがあるんですけれども、今回初めての方がいるので、お話しします。 

私がアメリカにいた時に教えていたある女優がいて、その女優はマイクロソフトで働いていました。自分の部

下が 40 人位いる、そういうグループで働いていて、コンピューターゲーム用の色んな怪物、モンスターを作って

いたんですね。その 40 人のグループで、色んなモンスターを作っていました。もちろんギャラは相当いいですか

ら、大きな家を買ったりしていました。私も実際に行きましたが、本当に素晴しい家で、本当に森の中にあって、

すぐそばには川が流れてました。 

だけども彼女は、毎晩寝られないって言うんです。毎晩モンスターがやって来るって言うんです。本人もよく

分かっているんです。自分で（そういったキャラクターを）作っているから。つまり彼女の意識が、そういうモ

ンスターたちによって育ってしまっている。私に聞いてくるんですね。この意識をどうやったら浄化できるのか？ 

クリーニングできるのか？ 
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今度は「道徳」の方の話をしましょう。じゃあ、この道徳とは一体何なのか？ キリスト教においては、「十戒」

がありました。「十戒」というのは、これは「道徳」です。道徳的な法則、ルールです。これは社会的なものでは

ない。これはある意味、精神的な、内面のルールです。これは我々の中に、人間の中に、ある意味、すでにある

ものです。生まれた時なのか、生まれる前からなのか、どっちにしても人間の中に備わっているものです。我々

が誕生した時に、すでに細胞の中に埋め込まれているんです。 

 

そうすると今度は、社会的モラルと、個人的道徳というものが、一致しない事があります。例えば、人は嘘を

ついちゃいけないと非常によく分かっているにしても、でもモラルから言うと「金を稼ぐためには嘘も必要だろ

う。ビジネスはビジネスだ」と。つまりそういうところで、ある問題が出てきます。対立してしまう。 

人間は一人一人、自分でその問題を解決していかなければいけません。つまり、その人間がどういう倫理を持

つかというのは、その人次第です。やっぱり倫理的倫理的倫理的倫理的なななな部分部分部分部分をををを持持持持たないとたないとたないとたないと、、、、自分自分自分自分のののの中中中中のののの「「「「創造的創造的創造的創造的なななな自然自然自然自然」」」」というもというもというもというも

のがのがのがのが目覚目覚目覚目覚めていきませんめていきませんめていきませんめていきません。これが、創造活動をする前に、我々にある課題として残されていますね。つまり、芸芸芸芸

術家術家術家術家になりたいになりたいになりたいになりたいののののであればであればであればであれば、、、、第一第一第一第一にににに「「「「倫理的倫理的倫理的倫理的なななな人人人人」」」」にならなにならなにならなにならなければければければければいけないいけないいけないいけない。。。。これはもう、そういう法則、ルー

ルなんです。 

 

非常に奇妙なのは、そういうルールを守らないで、俳優が、色々なことをやって上手く行かないと嘆くのは、

ある意味、不思議なんですね。もう、どう答えたらいいか？ 上手く行かないのは、自分の中でそういうモラルと

道徳のバランスを取れてないからです。一番大切な、心の平静な部分を獲得していない。だから自分の中の自然

の部分が目覚めてくれない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（（（３３３３））））創造活動創造活動創造活動創造活動におけるにおけるにおけるにおける「「「「幹幹幹幹」＝」＝」＝」＝ 自然自然自然自然からからからから与与与与えられたえられたえられたえられた心理的心理的心理的心理的・・・・身体的身体的身体的身体的なななな神経神経神経神経  

この根っこが生えてくると、次は「幹」が育っていきます。これは一体どういう「幹」でしょうか？ これは我々

が自然界から与えられている「心理的、または身体的な神経など」を指します。別の言い方をすると、自然界か

ら与えれているもの、生まれついてのもの、とも言えます。つまり、こういう目で生まれ、こういう顔で生まれ、

こういう体格で生まれ、という生まれついてのものです。皆、一人一人、違いますよね。その意味の自然から与

えられた、我々の心理的な或いは身体的な、そういう仕組みの部分です。 

 

（（（（４４４４））））創造活動創造活動創造活動創造活動におけるにおけるにおけるにおける「「「「枝枝枝枝」＝」＝」＝」＝ 一人一人一人一人一人一人一人一人のののの個性個性個性個性・・・・性格性格性格性格のののの質質質質  

次に今度は、その幹から「枝」が生えてきます。じゃ、この「枝」は何でしょうか？ スタニスラフスキーシス

テムにおいては、この枝を「我々のキャラクター・個性の質」であると言っています。そのキャラクター・性格
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の「質」がどういうものか、ということはとても重要です。実は、これはある意味、精神的なカテゴリーになり

ます。 

例えば、憂鬱とか。これはその人の性格の特徴ですね。或いは、忍耐力、常に落ち着いてられる。或いは逆に

常にバタバタしている、落ち着きがない。こういう風にして、その質の多くの部分が、その人の性格の特徴です。

この性格の部分、精神的な部分には、いろいろ悪い部分がまだ人間には多いという風に言われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（（（５５５５））））創造活動創造活動創造活動創造活動におけるにおけるにおけるにおける「「「「葉葉葉葉っぱっぱっぱっぱ」＝」＝」＝」＝ 能力能力能力能力  

そして、この「性格の質」という枝から、今度、「葉っぱ」が生えてきます。葉っぱが生えます。この葉っぱは、

我々の持つ「能力」です。ここをちょっと詳しく説明しましょう。 

「能力」というのは一体どうやって身に付くのでしょう？ どうやって誕生するのでしょう？  

「「「「能力能力能力能力」」」」というのはというのはというのはというのは、、、、実実実実はははは、、、、何何何何かをかをかをかを「「「「繰繰繰繰りりりり返返返返しししし、、、、繰繰繰繰りりりり返返返返ししししやるやるやるやる経経経経験験験験」」」」からからからから身身身身にににに付付付付くものではくものではくものではくものではありませんありませんありませんありません。。。。我我我我々々々々

のののの能力能力能力能力というのはというのはというのはというのは、、、、実実実実はははは（（（（最初最初最初最初にににに話話話話していたしていたしていたしていた）、）、）、）、このこのこのこの「「「「追体験追体験追体験追体験」」」」というところからというところからというところからというところから身身身身にににに付付付付いていきますいていきますいていきますいていきます。。。。 

 

じゃあこの、「追体験」ってのは結局一体何なのか？  という話になります。スタニスラフスキーは、まさに、

「追体験の芸術」という風に、この仕事を名づけています。 

「追体験」とは何かというと、「我々の中で、ある意味づけられた、繰り返されている感情」です。 

俳優は、同じ役を何回もやらなければいけないことがありますね。その中で、彼が自分の中で、また新たな能

力を身に付けるためには、「自分が役を演じた時に体感した、感じたその感情は、一体何なのか」という事を分析

して、ある「意味」をつけなければいけません。 

 

例えば、舞台上で、今日はすごく緊張ばかりしてしまって、バタバタしてしまったとします。それを例えば、

家に帰って、もう一度自分の中で再現するんですね。感覚を再現して、じゃ、これは一体なんだったのかという

事を、再現して、意味を見出す。それを何回かやると、もしかすると、そこで、その俳優の中に、新たな能力が

身に付く、生まれてくる可能性が出てきます。新しい能力とはどういう事かというと、この場合で言ったら、何

も怖がらないという、バタバタしないで落ち着いていられるという能力だったりするのです。なぜかと言えばこ

ういった作業というのは、やはり、魂や精神を使った大きな作業だからです。 

 

昨日、「注意」についての話をしました。今日は実際、その注意のトレーニングという事をやってみますけども。

「非常に強烈な注意の集中」というのを、これを「魂の力」とも呼びます。それは何度も訓練もできるし、訓練

したものをもう一度分析して、どういう意味があったんだろうという風に、幾らでも繰り返して練習できる。そ

れをやる事によって、自分の魂の力がどんどん成長していきます。これもごく自然なプロセスです。 
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①「種」― 強い創造の感情 

②「根っこ」― 倫理  

    「倫理」がなければ育たない 

③「幹」― 自然界から与えられた 

心理的・身体的な仕組みの部分  

 ④「枝」― 質   

   性格的な特徴 

⑤「葉っぱ」― 能力   

   追体験から身につくもの 

   意味づけられた繰り返された感情 

つまり、葉っぱが誕生するということは、能力が誕生するという状態です。 

 

やはりやはりやはりやはり、、、、自分自分自分自分のののの中中中中でそういうでそういうでそういうでそういう成長成長成長成長をしていかなければいけをしていかなければいけをしていかなければいけをしていかなければいけませんませんませんません。。。。スタニスラフスキースタニスラフスキースタニスラフスキースタニスラフスキーはははは「「「「学学学学べるものではなべるものではなべるものではなべるものではな

いいいい。。。。学学学学べないべないべないべない。。。。システムシステムシステムシステムというのはというのはというのはというのは、、、、自分自分自分自分のののの中中中中にににに育育育育てなてなてなてなければければければければいけないいけないいけないいけない。」「。」「。」「。」「自分自分自分自分のののの中中中中にににに、、、、こういうこういうこういうこういう樹樹樹樹をををを育育育育てなさてなさてなさてなさ

いいいい、、、、そうしたらそうしたらそうしたらそうしたら、、、、自分自身自分自身自分自身自分自身ががががシステムシステムシステムシステムそのものになるそのものになるそのものになるそのものになる。」。」。」。」それだけです。（自然の創造プロセスに従えば、人は）

幾らでも才能を開花することができるんです。 

 

（（（（６６６６））））創造活動創造活動創造活動創造活動におけるにおけるにおけるにおける「「「「実実実実」＝」＝」＝」＝ 才能才能才能才能  

葉っぱが生えてくると、今度はその先、何か「実」がなったりしますね。リンゴがなったり。この「実」とい

うのは、皆さんの才能です。しかもこれはある意味、精神的な、スピリチュアルな、そういう実になります。 

 

という訳で、まあ、スタニスラフスキーシステムというのは、自分の中でどういう風に育てなければいけない

のかという事を、分かりやすく図で説明するのに、こういう風にしてみました。 

ですから、システムの本を読んで、何か勉強したからといって、それで才能が開花するという事はありません。

しかも「種」から始めなければいけません。この事については、スタニスラフスキーは「種から、超課題という

ところに行かなければいけない。」「種も感情であるし、その先の超課題も感情である。」と言っています。 

 

 

＜創造のプロセス＞ 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

⑥「実、果実」― 才能 
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５５５５．．．．まとめまとめまとめまとめ    ＜＜＜＜自身自身自身自身のののの「「「「種種種種」」」」をををを目覚目覚目覚目覚めさせるめさせるめさせるめさせる重要性重要性重要性重要性＞＞＞＞ 

まあ、ここまでにしておきますが、何故、こういう話をするかと言うと、多くの芸術に携わる人たち、俳優に

なりたいという人たちが、「何故、それをやりたいのか？」という意味を自分で把握して、捉えられている人が非

常に少ないからです。「種」は実際、あるんだと思うんですが、ただ寝ている状態なんです。それは目覚めさせな

ければいけない。それはやはり意味を見出さなければいけないし、感じ取らなければいけない。しかもそれは何

回かやらなければいけない。つまり、もう、それを体感する、体験しなければいけない。 

 

これは私の、自分の経験からも言えることです。私は実際、9 年間、演劇学校で勉強しました。でもやはり種は

寝た状態でした。そして、ある劇団の首席演出家になりました。そこで 5 年間働きました。芝居も色々と演出し

ました。でもやっぱり「種」は寝た状態でした。その後で、「種をやはり目覚めさせなければいけない」と、ハッ

と推測し始めたんですね。それは、本当に自分の中で体感がありました。その時の記憶は非常に強烈に覚えてい

ます。「何故、私がこういうことをしているのか」という事を感じたんですね。ある意味、悟りを開いたような状

態です。そうしたら、自分の中で、種が目覚めたんです。その後、一気に才能が開花しました。でもそれは種が

目覚めたからなんです。そうしたら自分の中で、一気に育っていってしまったんです。  

 

だから私は、自分の劇団の俳優に何度も言うんですけれども、「これは私が作っているんじゃない、スタニスラ

フスキーが言うように、人間は、人間自身では何も創り出せないんだ」「そうじゃない、私がやってるんじゃない。

自分の中にある何かがやってる。それが何か創ってくれるんだ。」と。考えがパッと来たり、アイデアがフッと浮

かんだり。私はよく、パッと閃いたものをメモしたりします。また寝る時には、こういう夢を見たいと、ちゃん

と予約して寝ます。そうすると、そういう夢を見るんです。俳優たちのことも見るんです。東京ノーヴイ・レパ

ートリーシアターの俳優たちが、何をしなければいけないかっていう夢を見るんです。 

それで、朝目覚めた時には、本当に落ち着いて、稽古で今日何をしなければいけないか分かっています。夢の

中に出てくる色々なものが、私に、何をしなければいけないか教えてくれる訳です。例えば、ある芝居で、この

登場人物は、どういう風に舞台に登場したらいい？ って聞くんです。そうすると、夢の中で、その登場人物が登

場の仕方を教えてくれるんですね。今度は自分の頭の中で、じゃあ、他のやり方はある？って聞くんです。そう

すると他のやり方でやってくれます。 

これは何も奇妙なことじゃありません。これはごく普通の、当たり前の創造的プロセスなんです。これはレオ

ナルド・ダ・ヴィンチも言っている事ですし、偉大な音楽家達も言っている。スタニスラフスキーも言っいてま

す。マイケル・チェーホフも言っいてることですね。創造活動をしている人たちっていうのは、自分の周りに何

か色々な存在が生きていると言っています。 

 

これは別に奇跡でもなんでもありません。これはもう、ごく当り前の 

創造的プロセスです。それは自分の中にある、自然の部分、つまり潜在 

意識や超意識という分野が動き出して、創造活動をしてくれている状態 

です。 

私のこの顕在意識では、何も出来ません。でも自分のこの顕在意識を 

使って、自分の潜在意識や超意識を呼び覚ますことはできます。つまり 

知性や理性は、自分の中の潜在意識を揺り動かす、呼び覚ますために 

使わなければいけないんです。（そういうエネルギーに）「ほら起きなさい！」 
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とか、「こっちに来なさい！」と。 

 

そうすれば今度はそういうエネルギーが勝手にやって来ます。 

スタニスラフスキーシステムというのは、まさにこういう事が出来るようになることを教えています。 

種からどうやって、根を生やして、幹を育てて、枝を生やして、葉っぱも生やして、という事を、 

「育て方」を教えています。 

花描くのを忘れてました(描き足す)。  

これが、スタニスラフスキーシステムです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ＜＜＜＜創造創造創造創造ののののプロセスプロセスプロセスプロセスのののの図図図図＞＞＞＞ 

 

 

 


