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 何度投票しても、みごとに票が割れる。どれだけ論議を尽くしても、どうしても１作品

に絞れない。さらに、一旦授賞対象から外れた作品まで再浮上する。 
 粒ぞろいの力作が揃い、議論は伯仲した。渡辺えり氏が新作公演のため今回は都合がつ

かず、欠席したことも大きかった。事前に提出された渡辺氏からの講評メモを基に、「えり

さんは誰に投票するだろうか？」といった予想も交えるが、結論は出ない。授賞という大

きな決断には、やはり選考委員５人全員の力が必要だ。誰が欠けても成り立たない、まさ

にＶＩＰ５人。 
 そんな中、ある奇跡のタイミングでの渡辺氏からの１本の電話。そこで渡辺氏の意見が

入る。スリリングな展開。選考会後、大阪ガス株式会社とともに授賞式を主催した、公益

財団法人吹田市文化振興事業団理事長の田口省一氏が「この選考会そのものが１本の戯曲

になる」と語ったほど、緊迫・充実した内容の議論だった。どのようにして大賞１作と佳

作１作が決定したのか。過程をリアルに再現したい。 
 関西の新しい才能の発掘と中堅劇作家へのエールを目的に、大阪ガス株式会社主催、大

阪ガスビジネスクリエイト株式会社の運営で開催されているＯＭＳ戯曲賞。扇町ミュージ

アムスクエアが閉館して 13 年になるが、戯曲賞は継続され、今年で 23 回。関西の劇作家

の目標として、また才能との出会いの場として定着している。 
 今年の応募作は 48作（初応募の劇作家は 10名）。その中から９作が最終候補に選ばれた。

２名の劇作家が最終選考会初登場の新鋭で、あとは過去の佳作受賞者３名を含む実力派揃

いだ。 
 選考会開始は午後 12 時 35 分。まず投票が行われた。○が特に強く推す作品。△がそれ

に次ぐ作品だ。 
 渡辺氏からのメモには、石原、田辺、橋本作品を強く推す内容が書かれていたため、そ

の３作品を○とした。 
 なお、この投票については、毎回選考委員はかなり悩み抜いた上で結果を出している。

×がついているのは、決して否定ではない。すべてに○を付けていては選考会が進まない

ことによる、苦渋の選択だと思える。 
 各作品についての所見を述べることから始まった。 
 
 
 
 
 



 
 
 
山崎は人間の会話を 
観察している 
 
 第 17 回に『嘘ツキ、号泣』で佳作を受賞した、悪い芝居の山崎彬。最終選考会には５回

目の登場。『また愛か』は、京都芸術センターの「演劇計画Ⅱ」参加作品。「二幕の悲劇」

をテーマにした長編戯曲である。 
 離婚寸前だった夫婦の愛娘・さくらが殺される。犯人への復讐心から再び同居し始めた

二人。近所に住む男・万太が 17 年前に誘拐事件を起こしていることを知り、彼が犯人では

ないかと疑い、追求する。 
 鈴木裕美氏から質問が上がった。「二幕の悲劇というテーマの意味が、いまひとつわから

ない。何故二幕でなければならないのか？」。そこで司会から、京都芸術センターの企画で

あることの説明があった。 
 それを受けて鈴木氏は「おもしろく読ませて頂いた。ただ、渡辺さんもおっしゃったよ

うに（注：渡辺氏のメモには、「殺された少女の人間としての存在が浮き上がってこない点

が惜しい」と書かれていた）、さくらの存在が、物語のために殺されていないか？という点

が気になった。それと、観客に、もしかしたら万太が殺したのかも？と疑いを呼び起こす

ためか、万太が 17 歳の娘のレオタードに顔をうずめ、恍惚の表情になる、という描写があ

るが、少しやり過ぎではないか？ 筆力のある方だと思う。ただ今回、本当に書きたいテ

ーマでないことで書かれたのではないか？という気がした」と語った。 
 佐藤信氏は「現実感が喪失し、バーチャルな今しかなく、リアルなものは性しかない。

僕が評価したのは、人間の会話をよく観察している点。台詞もいい。最近、コントと同じ

ように即興的で、惰性で書いたような台詞が多い中、客観的に書いていることを評価する。



ただ、ト書きの文体が乱れている。文学的というより、演出家に向けて書いた見出しにな

っている。『昼間の暑さが嘘のように夏の終わりを残酷に告げる、肌寒い夜』と書くと、演

出的にやるしかない」と、若干の指摘を行いつつも、評価した。 
 生田萬氏は「これまでの作品は、羽目を外した、エネルギッシュな圧倒的疾走感に引き

込まれた。そして中盤からまとめにかかっていたように思う。今回は、ぐいぐいひっぱる

疾走感ではなく、一つの事件に特化していく手つき。その意味で印象が違った。鈴木さん

と同じく、何故、娘のレオタードに顔をうずめるのか、という点で、ペドフィリア、ロリ

コンかと思ったが、子供ができなくてやむにやまれぬ思いで、かつて誘拐事件を起こした

ことがわかる。その情報があるのに、何故、性犯罪者のレッテルを貼られたのだろう？ 子

供を殺された両親の罪障感に包括したかったのかもしれないが、そこがつながらない」と

指摘。 
 鈴江俊郎氏は「最後に、被害者夫婦の復縁を匂わせる。誰かと一緒にいることを肯定し、

男の回復の物語が書かれている、と思って読むと、そのことのために子供が死ななければ

ならなかったのか？と感じ、感情移入できなかった。子供を亡くした人の感情は、こうは

ならないのでは？とも思い、書きたいことを感じて書いているのか？という疑問は残った」

と指摘。 
 鈴木氏は「『悲劇を二幕で書いて』という依頼にこだわり過ぎたのでは？ 一幕は具象、

二幕で解説になっている」と付け加えた。 
 ここで授賞対象外となった。 
 
 
横山は筆力と野心を評価 
 
 ｉａｋｕの横山拓也は、最終選考会５回目の登場。 
 『walk in closet』は、大阪郊外の新興住宅地に住む家族の話。大学生の息子・政次のバ

イト先の店長・平良が「オネエ」だという噂が流れる。母は息子への悪影響を心配するが、

実は息子も同性愛への興味があった。クローゼットの中には、同性愛のＤＶＤが隠されて

いる。台風の日、平良や、かつて息子が通っていた小学生向きの体操教室のコーチ・小西

らが家に集まる。小西は、小児性愛者と噂され、辞職していた。性的マイノリティの問題

を、母親の視点で描いた作品。なお、クローゼットとは、自身のセクシャリティを公表し

ない状態のことを指す。 
 生田氏は「カミングアウトできずにクローゼットの中に押し込めなければならなかった

思いを描いている。その扉は重いという話かと思ったが、意外に手軽に開いている。台風

である必要は何だったのか？ 様々な嗜好性の人々が、必然から一つの場所に集まるだろ

うか」と疑問を呈する。 
 それに対し、佐藤氏は「台風の日に人を集め、一つの問題を一晩で書き切っている。た



だ最初の絵解きのような場面は疑問。劇の進行に連れて問題の核心が浮かび上がってくる

スリルが失われてしまった。テーマについてももう一歩の踏み込みを期待したい。客観的

にセクシャリティの問題を取り上げたということにはならず、人情話として人の生き方の

問題にしている。人情話もバカにはできないが、手段ではなく知恵を浮かび上がらせる横

山さんに期待したい」と評価しつつ指摘した。 
 鈴江氏は「一つの場所に閉じ込められた時間と、そこにいる人物で展開する設定を選び、

短い時間で人の心が変わったかを描いている。短時間で父が息子にそんなこと（注：最後

に父が息子に語って聞かせる話）を言えるようになるのだろうか？ そこの手続きが気に

なった」と指摘した。 
 さらに生田氏が「真夜中まで待っても嵐が収まらない、という設定であれば、ナイーブ

なことも話し出すが、最初から話し出すのは気になった」と付け加える。 
 鈴木氏は「ノンストップで一日の話を書き上げている。暗転なく会話だけで持っていく

筆力と野心を評価する。その野心とテーマをつなげるためには、もう少しアイデアが必要。

小児性愛とゲイの話だが、それに対し作家がどう思っているのかが曖昧に書かれている。

そこは曖昧でよいのか？」と疑問を呈する。 
 それを聞いて佐藤氏は「嵐という設定なら、嵐とテーマをつなげないと、単なる状況設

定になる。どこからが犯罪か、その境界を誰が規定するか、やむにやまれぬ衝動というこ

とも含め、全部が一緒になっている」と惜しむ。 
 渡辺氏のメモには「同性愛者と幼児性愛者を、とどのつまりは同じだといった内容の台

詞を同性愛者である平良に言わせた点が、まずいと感じる。あまり深く考えない政治家の

親父とかに語られるなら皮肉にも捉えられる。しかし、世間から差別され、疎外感の中か

らオリジナリティーを発掘してきたような存在である平良が言ってしまうと、作者自身が

そう思っているのではないか？と私などは疑ってしまう。精神的にも経済的にも自立して

いず、快楽に対しても理解できていない幼児を犯す幼児性愛者と、お互いに自立し、対等

な関係で恋愛する同性愛者が同じわけがない。そして、男性は勃起してしまえば、幼児で

も老婆でも無理やり犯すことができる存在であり、女性は３歳の幼い男の子を犯すことは

できないのだということを、男性作家には知って欲しいのである」と記していた。 
 ここで授賞対象外となった。 
 
 
キタモトは仮想の町の住人 
 
 遊劇体のキタモトマサヤは、最終選考会４回目の登場。『ふたりの蜜月』は、大阪府南部

の山間の架空の町、ツダを舞台にしたシリーズ第６作。双子の姉妹を主軸に、「土地」「関

係性」「記憶」との別離を描く。製材業を自営する家の跡取り娘・サトコは不渡り寸前の会

社を懸命に切り盛りしながら、建築業のヨシキとともに生きることを夢見る。だが両親が



心中し、家も会社も失い、サトコは山に籠って山姥の形相となる。 
 佐藤氏は「時間軸の順序がばらばらにされているが、その意味するところは何だろう？ 

８と９の場面を入れ替えたのは何故なのか、理由がわからない。シチュエーションの中で

おしゃべりさせているが、抑制がなく、台詞を通して語られることが少なかった」と指摘。 
 それに対し、鈴木氏は「妄想や仮想の世界を作る戯曲が多かったが、キタモトさんは、

ご本人がこのツダという仮想の場所に住んでいらっしゃる。佐藤さんのおっしゃったおし

ゃべりというのは、キタモトさんはここに住んでいて、ツダの『ドキュメンタリー』を書

いているから。キタモトさんは、ツダという仮想の街角を曲がり放題で、世界観がおもし

ろい。ご自身が見たい世界の住人になっておられて、楽しい」と評価した。 
 鈴江氏は「修験道のことを描いていると思うが、世捨て人の生活への憧れと、現代の生

活で惨めさを引き受けることは表裏一体。夢・幻の世界や天狗の抜け道に行きたい女達と、

先輩のヨシキ。社会と経済がうまく結びつき、しっかりした現実を書いている。サトコの

妹のヒナコが最後に『両足がなくなって、ふわふわと浮いてるみたいやなあ』という台詞

には、現実の生活感覚がある。『木綿のハンカチーフ』は、商業マスコミの作り出した手あ

かのついたイメージなので、それを引用したのは、粗いとは思うが」と評価した。 
 ○がついていなかったため、授賞対象外となった。 
 
 
柳沼には闇の構造を見せる 
台詞の力がある 
 
 烏丸ストロークロックの柳沼昭徳は、５回目の登場。『新・内山』は、山崎彬同様、京都

芸術センターの「演劇計画Ⅱ」参加作品。「二幕の悲劇」がテーマだ。 
 京都市の、区役所納税課に勤務する内山は、妻と離婚話が進み、祖母の通夜に一人で赴

く。祖母は詐欺商法によって多額の借金を抱えていた。内山は同じ区役所の後輩と不倫中

で、妻は実弟と近親相姦の関係にあった。畜生道、餓鬼道など六道を背景に、ワーキング・

プアや格差の問題などを織り込みながら、貧困と懊悩を地獄曼荼羅のように描き出した。 
 ○を付けた佐藤氏が口火を切った。「闇の構造を見せる台詞の力がある。役割ではなく、

必然としてその人物でないと言えないことが書かれている。また、生きている場所の希薄

さをよく捉えている。内山君の希薄なるものを実体として濃密に描こうとする戯曲として、

高く評価する。タイトルもいい」と評価した。 
 生田氏は「本の分厚さに見合うスケール感。内山は『ああー』という言葉を繰り返し、

希薄な今を生きている。現代史を振り返る時、満州からの引き揚げると原爆といった、負

の遺産ばかりにフォーカスするのは、無理やりな感じがした」と、指摘しつつ評価した。 
 鈴江氏は「現代史からいろんなものを引っ張ってくる観察の手つきが残酷で興味深い。

逃避が新・内山の誕生につながり、希望を見つけず、人間は悲惨で『ああー』しか言えな



い。繰り返しの描写に打たれる」と評価。 
 鈴木氏は「タイトルがおもしろい。地名かと思ったが、最初のページに『内山』という

人物が出てきて興味を引かれた。こんな時にこんなことを言わなくてもいいのにというよ

うな、いやなことを言ったりする、恐ろしいほどバカな人達が集まり、ここまでバカなこ

とをするかというほど、バカなことをする。これでもかというように悲劇を書くのは、作

者が書きたかったからなのか、『二幕の悲劇』がお題だったからなのかはよくわからなかっ

た。広がりはあるが、アテンドはしてもらえなかった。私の戯曲へのチューニング力の弱

さかもしれないが」と語った。 
 この作品は授賞対象に残された。 
 
 
肥田は風景の掴まえ方に説得力 
 
 甘もの会の肥田知浩は、第 20 回に『はだしのこどもはにわとりだ』で初登場にして佳作

に輝いた。最終選考会２回目の登場となる今回は『わたし今めまいしたわ』を応募。 
 人の一生分の記憶を、まるごとスマートフォンに記憶できるようになった近未来が舞台。

一人の女性が自分の亡き母の記録を呼び出し、母と会話を始める。母はかつて自分が生き

ていた時に経験したこと、考えたことを娘に語り始める。 
 佐藤氏は「ドラマの構造として、舞台が立ち上がるまでに時間がかかり、やや停滞して

いる。映画は編集ができるが、舞台では俳優の身体性が手掛かりとなるので、もう少し早

く展開できたらよかった。タイトルはおもしろい」と指摘。 
 生田氏は「前作（第 20 回佳作受賞作『はだしのこどもはにわとりだ』）が鮮烈で、荒巻

鮭やうどんなど、具体的手触りや匂いがあった。それに比べると切れ味は鋭くない。時間

に束縛される僕らを、１枚のレコードを針がぴょんぴょん飛ぶように描く、肥田さんなら

ではの魅力はあるが」と語った。 
 鈴江氏は「風景の掴まえ方が好き。出産の時、夫は東京にいて妊婦が寂しかったなど、

不安の影が描かれている。不安と期待、不幸の入り混じった風景の見方に説得力がある」

と評価。 
 渡辺氏のメモには「発想はおもしろい。コンピュータに永遠に閉じ込めようとしている

母親の記憶が、軽い。母親も様々なことに苦悩する人間だということをもっと書かないと、

亡くなった後、独りよがりに愛される、母親としての孤独や残酷性が薄くなってしまう。

スピルバーグの『Ａ．Ｉ．』や『２００１年宇宙の旅』、またはタルコフスキーの『サクリ

ファイス』などのほうがおもしろいということになってしまう」と指摘した。 
 授賞対象外となった。 
 
 



石原はノンポリの人にも伝わる作品を書いてほしい 
 
 演劇ユニット燈座の石原燃は、社会性 
の強い作品が評価を得る劇作家。２０１３年には第 24 回テアトロ新人戯曲賞佳作を受賞。

ＯＭＳ戯曲賞には昨年初応募、最終候補に選ばれている。 
 『夢を見る―読み語り版―』は、元・従軍慰安婦の日本人女性ヘルと、彼女のことを原

稿に書く「私」との会話を綴った作品。ヘルのパラオでの恋や、戦後を生き抜いてきた過

酷な日々が描かれた。 
 渡辺氏が高く評価した。「妄想して閉じこもるのではなく、帰国して自立して生きようと

した女性を描いている。生きた会話で日本という国の犠牲にならざるを得なかった女性を

描こうとした姿勢をかいたい。惜しい所は、資料の中の実物の女性のエピソードと、石原

さんが想像で作った部分との境が、読んでいてわかりにくい所。力のある、読ませる作家

で、私は好きだが、従軍慰安婦自体が本当の話で、すべて本当にあったことのように思え

るからである。ドキュメンタリーをどのように創作していくか？ 題材自体が、神経質に

ならざるを得ないテーマなので、すごく大変だったろうと思う。そのテーマに挑戦しよう

とする姿勢は応援したいし、これからも続けてほしい。この戯曲の似たエピソードを思い

切ってカットして、三分の二の長さに凝縮して、原稿を書く『私』の現代の部分をもっと

膨らませ、元・慰安婦との対比を際立たせれば、もっともっとおもしろい作品になるので

はないか？と思った」。 
 鈴木氏も「おもしろかった。物語を話してもらうのを聞くことは、人間の根源的喜びと

思う。人が体験したほんとの話を聞くおもしろさに溢れている。どこまでが創作で、どこ

までが資料の引用かがわからないことを、渡辺さんは問題にされたが、私は全部本当にあ

った話ではないかと思った。ヘルと私の関係も、本当にあったことと思った。最後まで劇

世界に連れて行ってもらえた。演じるのは大変だろう」と評価した。 
 佐藤氏は「よくできている本。否定はしないが、この方法では、慰安婦問題を理解しな

い人には伝わりにくい。社会派の作品の欠陥は、ある人達同士で共感すること。ラジオと

いう仕掛けを使っているが、状況描写に留まっている。もう少しひねって使う方法もあっ

たはず。構造自体の中で工夫しないと伝わらない。資料で真実を語らせることはない。逆

に言えば戯曲の可能性に対抗するくらいの嘘を作ればいい」と指摘。 
 鈴江氏も「一人芝居は、一人にしゃべる状況を与えるのが難しい。一人でしゃべること

ができるのは、落語や読み聞かせの場合であり、お芝居を作るのなら、お芝居にしないと

いけない。そこの苦労をあまりしていない。『私』が原稿を書いていて、それを口に出して

いる設定で始まるが、途中から落語のようになる。読み語り原稿であるとするならば、『私』

より、慰安婦のヘルにしゃべってもらった方が、力がある。ドラマの説得力で届けること

が必要。僕が以前劇団で芝居をした時、劇団内で戯曲の反体制思想が支持されなかったこ

とがあったが、『ドラマが成立しているでしょ』というところでやることになった。この芝



居は、慰安婦がよくないと思っている人しかやらないし、見ない。ノンポリの人の前で上

演し、考えてもらうのが、芝居の仕事だと思う。『私』がヘルに説教をするが、体験してい

ない人が説教をしたら、ウルサイ。主張には共感するが、劇の上での説得力を感じない。

同志として応援したいが」と指摘した。 
 生田氏は「YouTube で『慰安婦』を検索したら、情報が五万と出て来る。慰安婦問題に

全く新しい光を当ててくれることを期待して読んだ。何故ヘルは元・慰安婦だとカミング

アウトしたのだろうか？ そこの人間をフィクショナルに描いてくれたら、僕のネット情

報がいかに偏狭かと思えたのだが」。 
 石原作品を巡る論議はまだまだ続く。 
 鈴木氏は「新しい視点がない所がいいとも言える。私はウェルメイドな作品だと思う。

作家がどこの視点から描くかという点は重要だが、『私』とヘルの関係が成立している。『私』

は頭の悪いことを言うが、ついうっかり間違った行動をする人がいる。その気持ちがわか

る」と、鈴江氏と生田氏の指摘に応戦する。 
 鈴江氏は「初対面の人に『私は従軍慰安婦だ』と言うものか？ 説得力と現実にいるこ

とは違う。ウェルメイドなら、そこをもっと書くべき」と指摘。 
 石原作品は授賞対象に残された。 
 
 
田辺は境界線への 
こだわりが成功 
 
 下鴨車窓の田辺剛は、最終選考会７回目の登場。『旅行者』で第 14 回佳作を受賞してい

る。『漂着（island）』は、国内４ヵ所のほか、香港、マカオなどアジアツアーを行った作品。

映像作家の正人と妻の住む安アパートを中心とした世界と、正人が製作する映像作品の世

界が交錯する。アパートは工業地帯の町にあり、用水路のそばの木造２階建て。ある日、

用水路に女性の死体が海から流れ着く。その女は、映像作品の中の登場人物なのかもしれ

ない。 
 生田氏が高く評価した。「いつでもないどこかに場所を設定し、抽象度の高い作品を生み

出してきた田辺さんだが、少し作風が変わりつつある。ドブ川の臭いが染みついたような

部屋という、東京の下町を思わせる具象的世界を設定。そこで暮らす映像作家の撮った作

品が、もう一つの世界として語られる。具象と抽象が同時並行する中、ある空気を醸し出

すのが心地よい」。 
 佐藤氏は「二重構造の相関関係が便利に過ぎる。主題がちょっとノーコントロール状態。

映像作家の作品の中の夫の気持ちに、リアリティを感じさせるのは大変なこと。川のリア

リティを前提において、物語として見せることで絵解き的になっている。フィクションを

もっと展開してほしかった。自分のリアルな感覚と、感覚を説明するために、もう一つフ



ィクションを作るとフィクションの方が、印象が弱くなる。会話が少し弾み過ぎの所があ

る。24 ページの『あの死んだ女の人にさ～大丈夫だよ』の箇所は、こんなに対話で進まな

いだろう。説明的になっている。瓶の漂着のイメージはいい」と指摘。 
 鈴木氏は「この作品は、コンテンポラリー・ダンスにしたらおもしろい。綺麗で切実。

どうしても言わなきゃいけない台詞が少ない気がして。イメージがおもしろく、美しく悲

しく気持ちが動いている。ダンスとして演出したい」と語った。 
 鈴江氏は「嘘は１個に絞ったほうがいい。ドブ川に死体、ということ以外はリアルにす

るとよいのでは。２０１５年のことを書いているのだと思うが、こんな町はあるのだろう

か？ 嘘が重なっている。その意味でノーコントロール。それなら、清潔なシンクに死体

がある、のほうがおもしろい。子育てがあるから映画を撮るのを断念する話。野心の挫折

が描かれるが、野心の目標が低く、到達のための努力が少ない。断念がゆるいのは、感覚

的にはわかる。演劇を、フリーターをしながらやっている人の野心のなさの感じを抽象的

に取り出すとこうなるのか、とも思い、そこへの魅力は感じた」と語った。 
 渡辺氏は大きく評価した。「窓を開ける木村（映像作家のアシスタント）のダブりが特に

おもしろい（注：木村は映像作品の中で、『男』という人物を演じる）。私としてはシーン

が変わるたびに、何かダブらせてほしかった。ダブるうちにごっちゃになって、どれが現

実でどれが映画なのかわからなくしてほしかった。田辺さんの得意技、境界線へのこだわ

りが、今回成功した作品だと思った。北朝鮮と韓国などの南北問題だけではなく、トラン

プが大統領になり、イギリスがＥＵから離脱する現在の格差問題に重なるおもしろい作品

だと思った」。 
 同作は、授賞対象に残された。 
 さて、ここまでは過去の佳作受賞者を含むベテラン勢。ここからは、初登場の二人の論

議に入る。福谷圭祐と橋本健司。初登場にして、最初の得票は高得点。橋本が最も高く、

僅差で福谷が追っている。 
 
 
福谷の自己言及が論議を呼ぶ 
  
 近畿大学ＯＢらによる匿名劇壇を率いる福谷圭祐は、初登場の新鋭。『悪い癖』は、ニー

トで引きこもりの真由の現実と、彼女が妄想する、ある劇団の話、そしてその劇団主宰者

の脚本の世界が交錯する。真由は次第に妄想の世界から現実に戻れなくなっていく。 
 生田氏は「最近は、パソコンで自動筆記のように台詞を次々繰り出していくような戯曲

が増えていて、この戯曲もそうなのかなと思ったが、そうではなかった。ぐいぐい引き込

まれた。舞台中央に部屋があり、主人公が引きこもる現実と、彼女が妄想する世界、さら

に加工された劇の世界。三つの世界が構造化されず境界が曖昧なままスリリングに展開す

る。現実も妄想も、妄想の中の妄想も、三つとも嘘であると言っている。自己言及的にパ



ラドックスが円環し、ドラマが展開していく。作者がコントロールしている」と高く評価

した。 
 鈴江氏は「若い人達の一見明るく軽薄なやりとりが内向している。三つの位相の中を往

復することで浮き上がった世界。その切り替わりが気持ちいい。設計図が成立している。

本気でないと自己言及していて、知性を感じる。自己言及し、迷いながらしゃべり、否定

する自信のなさ。誰かが笑っているという、自意識の怯え。若い人の芝居を観る感覚に響

くだろう」と評価した。 
 鈴木氏は「上演が見たいと思った。若い人達がどんなことに傷ついているのか、わかる

舞台だと期待した。恋愛は付き合う寸前が楽しい、とか、相手にムカついて『死ねばいい

のに』と言う所を、あえて『愛してる』と言い換える所とか、『お腹がもうちょっと空きた

い』と言う感覚。ブログ的・スケッチ的で、センスがよく知的。真実が書かれている。主

人公の女性が強姦されたのかどうか、事実は書かれておらず、監禁もされていない。レイ

プは曖昧になっていると私は読んだが、それは渡辺さんと逆の捉え方。もし渡辺さんのお

っしゃる通りだとすると、書き込みが足りない。そうでないなら、ちょこっと入れるくら

いなら書かない方がいい。立場を決めたほうがいい」と評価。 
 その渡辺氏の言葉とは「男性作家と女性作家では性行為に関しての捉え方がだいぶ違う。

石原燃さんが描く従軍慰安婦のセックスの描き方と福谷さんが描くセックス。監禁され強

姦され、監禁され続けている女性が妄想し続けている今をそのままにしたいために覚めさ

せないという考え方。強姦された女性が社会復帰しにくいという考え方を男性側が持ち続

けている限り、そういった被害者の自立を難しくしているという事実に、男性作家が、気

が付いてほしい」。 
 佐藤氏は「確信犯として×を付けた。三重構造で、外部がないことを徹底してやってい

て完成度は高い。徹頭徹尾自己言及的で、頭のいい人。世代の越境をやらなきゃいけない。

挑発したほうがいいと思い、安易に理解を示さず、一番よくできている戯曲だが、あえて

×にした。外部がないのはダメと言い続けないと。愛想よく相手に近づくが本気で対話せ

ず、関心が自分達に向いている風潮に呑み込まれてしまう」と、評価しながらもあえて×

を付けた思いを語った。 
 それを受けて鈴木氏が「この作品がブロードウェイで翻訳上演できるかというと、でき

ないですね」と語ると、佐藤氏が「美しい誤解をされるだろう。欠落している分、深読み

される」。 
 鈴木氏は「この演劇もあっていい。この作品で慰められる人は確実にいる。世界には打

って出られないが、この作品によって生きやすくなる人はいる」と語った。 
 授賞対象に残された。 
 
 
 



橋本は人を理解し、 
寄り添おうとしている 
 
 桃園会の俳優、橋本健司が、初登場。ＫＯＩＮＵに書き下ろした『また夜が来る』を応

募した。 
 寝たきりになり、お迎えが近いばあちゃん。すでに水を飲むことも食べることもできな

くなった彼女に、孫が付き添う。子供の頃父と夜逃げした話など、思い出話を孫に語る。 
 生田氏以外は全員が○を付けた。 
 生田氏が口火を切った。「会話を読ませる力がある。やりとりの中から浮かび上がる情緒

が、漠然としている。『琵琶湖周航の歌』と『カチューシャの唄』を歌うのはベタな叙情。

劇展開に葛藤が起きない」と指摘した。 
 鈴江氏は「それを共有したとしてもいいな、と思う。橋本さんが書こうとしたのは、お

ばあちゃんにも昔、若かったことがあったと発見した驚きから始まっている。寝たきりで

もうすぐ死ぬおばあちゃん。少女が老人になる哀しさが浮かび上がる。社会的問題を筋に

放り込む所が少し説明的で、工夫のしようはあるが」と評価。 
 佐藤氏は「手書きのせいで読みやすく好感が持てる。シチュエーションの進行は早く、

説明的ではなく会話でどんどん進む。言葉を話す理由があって話している。また、外部が

見えている。読後感も広がる。いろんな人が見て自分の話として受け止め、結末が広がる。

二重構造の必然がある」と評価した。 
 さらに鈴木氏は「芝居は、遠い所に連れて行ってほしい。人間の内部の、遠い所も含め

て。14 世紀のヴェローナなど、知らない遠い所に連れて行ってくれて、人はそうだったの

かと思いたい。その意味で、知らなかった遠い世界が描かれているわけではない。それな

ら福谷さんは今の若い人という、遠い所に連れて行ってくれる。橋本さんの作品は、小さ

い世界で、知らない世界ではないが、かわいらしくてやさしい。この世界に行くの、いい

なあと思う。人物一人一人を、愛情と美しい距離感で描いている。人を理解し、寄り添お

うとすることに敬意を表したい」と賛辞を呈する。 
 渡辺氏は「少女の存在は重く、愛くるしい。しかし、このすずは老婆であろう。全体が

介護施設でのやり取りなのだと私は理解した。前に見た老人問題を描いたスペインのアニ

メーション映画『しわ』を見た時と同じ感動を覚えた。演劇少女だった、今は老婆の妄想

と、現実が入り乱れるおもしろい作品だと感じた」と評価した。 
 
 
再投票は、見事に票が分かれた 
 
 すべての作品を語り終わったところで、時間は午後３時 44 分。15 分の休憩を挟んで、再

投票することになった。 



 授賞対象に残っている石原、田辺、橋本、福谷、柳沼作品の中から、○を一つ付ける投

票である。 
 渡辺氏のメモには「私が評価したいのは田辺剛さん、石原燃さん、橋本健司さん。この

三人の誰かが大賞か佳作でお願いします」と書かれていた。 
 生田氏は「福谷作品はとてもいいが、初めてなのでもう１作読みたい。佳作にはぜひ入

れたい。大賞は田辺さんがいいと思う」と語り、佐藤氏は「橋本作品を推したいが、もう

１作読みたい」と語る。 
 さて、投票結果は、生田氏が田辺、佐藤氏が柳沼、鈴江氏が橋本、鈴木氏が福谷。 割

れた！ 見事に割れた。 
 論議が再開した。 
   
 
再論議では自分の推す作品を 
さらに評価。選考混迷 
  
 各委員が、最も推す作品について語ることになった。 
 まず生田氏が田辺作品について語る。「二重構造の相関が安易とか、ダイナミックに展開

しないという点を指摘する声もあったが、私はそれが魅力だと思う。ドブの臭いの立ちこ

める部屋と抽象度を上げた世界をダイナミックに転換するのが主眼ではなく、二つの抽象

度のある世界を、独特の空気感で描いているのがいい」。 
 鈴木氏は「不思議な違和感がある。アパートの世界はリアルだが、途中で部屋の下に死

体が流れてきた時から歪んでいく。どちらの世界もねじれていく」。 
 佐藤氏から「シナリオの中の世界という設定なので、ドブ川のリアリティは描く必要が

ある。死体からの広がりがない。シナリオは想像力の世界だから、もっと展開してもいい」。

その発言の後「僕はどの作品が授賞になっても異存はない」と付け足した。司会から「佐

藤さんは、どの作品でもオーケーというお気持ちですね？」と確認があり、佐藤氏は肯定

しながらも「『新・内山』は、破綻はあるが力作で、上演した時厚みがあるだろう」と柳沼

作品を推す。 
 次に橋本作品について鈴江氏が語った。「どの作品が授賞してもよいと思うが、橋本さん

の書く人生への寄り添い方に好感を持つ」。 
 鈴木氏も「私もものすごくそう思う。人の扱いが丁寧。丁寧に俳優と作っていける作品」

と語る。 
 佐藤氏は「てらいはないが、各章にタイトルを付けていて、作為はある。観察が優れて

いて、何でもないこと、書けそうで書けないことを書いている」。 
 次に福谷作品について。鈴木氏は「今ある『ほんとのもの』を写してきたなと強く感じ

る。精度のいいカメラで現実を写している。似たものを読んだことがない。言葉の使い方



も『もうちょっと、空きたい』といった、今の若い子が言う言葉を、文字で読んだのは初

めて。ある気分や真実を文字にしたと思う。橋本作品は、かわいくて丁寧だが、見たこと

はあると感じる」と語った。 
 ここで司会から「最後の投票を行いたい」という言葉があった。大賞に○、佳作に△を

付けることになった。時間は午後４時 23 分。 
 
 
「これが最後の投票」と 
言いながら… 
 
 この３回目の投票で、最も印が付いたのが橋本作品だ。鈴江氏が○、佐藤氏と鈴木氏が

△。渡辺氏は推す作品３作の内、現時点で俎上に上がっているのは橋本作品なので、渡辺

氏も橋本に○と考えてよいだろう。 福谷作品には、鈴木氏が○、生田氏が△。柳沼作品

には佐藤氏が○、鈴江氏が△。田辺作品には生田氏が○を付けた。 
 やはりまだ僅差である。 
 司会から「橋本作品に最も印が多いが、橋本作品が大賞ということに反対の方はおられ

ますか？」と質問がなされた。 
 生田氏は「何故『琵琶湖周航の歌』なのかに抵抗がある。すずという女性はそんなに年

をとっているわけではない。終戦の時 15 歳という設定だが」と疑問を呈する。 
 
  
佐藤氏が、柳沼から福谷に 
○を変更。 
福谷と橋本で決戦に 
 
  ここで佐藤氏の語った言葉が、流れを変えた。「なら、僕は福谷作品に入れる。福谷さ

んと橋本さんという、新人二人に授賞ということなら、福谷さんに大賞の方がＯＭＳらし

い。柳沼さんへの票を福谷さんに変える」。 
 ここで、佳作２作にするか？という話題も少し出るが、やはり大賞を出す方がいいとい

うことになる。 
 福谷、橋本２作に絞り、どちらを大賞にするかの投票を行うことになった。大賞に○、

佳作に△を付けることになった。 ４回目の投票。午後４時 37 分である。 
 
 
 
 



４回目の投票は、福谷やや優勢 
 
 結果は福谷に、生田氏、鈴江氏、鈴木氏が○、佐藤氏が△。橋本に○を付けたのが佐藤

氏。他の三人が△を付けた。 
 福谷がやや優勢だが、ここで鈴木氏から「佳作２作にするのがぴったりくるのではない

か」という提案があり、司会から「ほかの選考委員のご意見は？」と質問がなされた。 
 佐藤氏は「大賞は出す方がいい。今年の中での比較を明確に出す方がいい」とコメント。 
 鈴木氏は福谷作品について「女性は、監禁はされていないと思う。好きでそこにいるの

だと思う。レイプがあったかどうかも、真実を話しているのかどうかはわからない」と語

り、生田氏も「二、三度レイプの話は出て来るが、自ら監禁状態に置いているように見え

る」と語る。 
 これは、渡辺氏のメモに対する反論である。渡辺氏はレイプされ監禁されたと解釈した

ように思えるからだ。鈴木氏は「えりさんの意見、ものすごく聞きたかった」とコメント。 
 
 
「迷う。蛮勇を振り絞ると福谷」（鈴木氏） 
 
 鈴江氏は「魅力のどこを重視するかだが、福谷作品は現在の若者を描いていて、立ち位

置が魅力的。２作に差はないが、橋本作品は卒業証書で終わることが最初にわかってしま

うので、福谷の方に○を付ける」。  
 佐藤氏は「橋本作品は佳作でぴったり収まる。福谷作品は、佳作という感じではない。

この二択は難しいが」。 
 鈴木氏は「かなり迷いますが、蛮勇を振り絞ると福谷作品が○です」。  
 佐藤氏から「もう少し議論しましょう」の言葉があった。 
 
大賞が決まらず、議論を再開 
柳沼再浮上 
 
 佐藤氏は「両作品ともに課題はある。橋本さんには伸びしろがあり、正攻法で筆力があ

る。次回作に期待したい。福谷さんは、背中を押せば変わって行く可能性がある。レイプ

については、渡辺さんがおっしゃるほど大きな要素ではないと僕は思う」と語る。 
 さらに「『新・内山』に授賞はダメか？」と、柳沼作品への評価を付け加える。 
 生田氏も「『新・内山』も、もう一度考えています」と話す。 
 時間は午後４時 47 分。柳沼作品も加えて３作を候補に考えるかどうかの論議になり、さ

らに混迷が深まる。 
 佐藤氏から「生田さんが橋本作品をあまり評価されていないようなら、その理由をもう



少し聞かせてほしい」という提案。 
 生田氏は「最初の投票で、僕の×がなければフリーマーク（全員が○）だった」と思案

する。 
 鈴江氏は「福谷作品のいい所は、自己言及が多く情緒がうっとりしつつも、そちらへは

行かない点。愛情の表現が時々素直。いろんなことを素直に表現することを嫌がっている

人物達が、時々正直になる。それが鈴木さんのおっしゃる、きらきらしたところやな、と

思う。39 ページの『真由がこのまま目覚めなかったら、あたしのところに来てくれる？』

『なーんちゃって』（注：真由の恋人に向かって、元・恋人が言う台詞）は、賢くエクスキ

ューズしても、漏れ聞こえてくる肉声がいい」。 
 鈴木氏も台詞を引用し、「20 ページの『だから鎌野のこと嫌いなんだよ』と言ってから『あ

あ…、だから鎌野のこと愛してるんだよ』と言い直す所。二人の間で、相手を嫌いだと思

ったら『愛してる』と言い換えるルールがあるのだが、この箇所については、ほんとの意

味で言っている。上手。上手過ぎて腹が立つほど（笑）」と評価する。 
 選考委員は、実に細かく一つ一つの台詞を読み込んでいる。 
福谷大賞か？ 
いや、まだ続きがあります  
 
 このまま福谷大賞で決定か？とも思われたが、さらに論議が続き、佐藤氏から次のよう

なコメントがあった。「福谷さんは、演劇史をやっていないのでは？ メタフィクションを

本質的に理解していないかもしれない」。 
 鈴木氏も「そう思います。レイプの話も、うかつ」と語る。 
 
 
今度は、橋本大賞論浮上、 
柳沼も再々浮上 
 
 ここで佐藤氏と鈴木氏から「橋本大賞、福谷佳作」という声が上がる。 
 司会は、鈴江氏と生田氏に意見を求める。 
 生田氏は「橋本作品は、一人二役という点について、ばあちゃんとすずが同一人物とい

うのは、世界が小さい気がする」と語り、鈴江氏は「情緒を作るのに『赤い靴』『琵琶湖周

航の歌』『カチューシャの唄』と三つも入れたのは、ベタな気がする」と語る。 
 さらに生田氏は「『新・内山』のスケール感は大賞にふさわしい」と語り、柳沼作品も再々

浮上する。 
 秀作が揃い、なかなか１本に絞れない。 
 鈴江氏は「誰かに強く愛された作品が受賞するのがＯＭＳの魅力だと思う」と、強く推

された作品を検証するが、生田氏が「皆おもしろい。おもしろいが、これ１本を愛してい



る、とは言えない」と語り、鈴木氏も「全部楽しく読んだ」と語る。 
 ここで議論が完全に止まった。午後５時５分。全員が黙り込んだ。 
 
 
議論停止。 
その瞬間、１本の電話 
 
 私がメモに「議論が止まった」と書いた、まさにその瞬間に、スタッフの携帯電話が鳴

った。なんと！ 渡辺えり氏からだ。選考の様子を聞く電話だ。まさか、このタイミング

で!? スタッフからの経過説明を聞き、渡辺氏から福谷さんの大賞には反対、「佳作を橋本

さん、福谷さんの２作にするのは同意します」という提案。佳作を２作に、という提案が

なされたのは、これで３回目だ。  
 佐藤氏が「妥協点として佳作２作という決定は、どこの選考会でもやるかもしれない。

しかし僕は、どちらかと言われればこっちだ、ということを明確にした方がいいと思う」

と語る。 
 
なんと、５回目の投票 
キャスティング・ボートを 
握った委員とは!? 
 
 午後５時 15 分、福谷、橋本作品で、再び投票することになった。なんと、５回目の投票

だ。どうしても決められないなら、△二つを付けてもよいことになった。 
 その結果、橋本作品は○二つ（佐藤氏、渡辺氏）、△が三つ（生田氏、鈴江氏、鈴木氏）。

福谷作品も○二つ（鈴江氏、鈴木氏）、△三つ（生田氏、佐藤氏、渡辺氏）。 
 また割れた。全くの同数である！ 
 生田氏は二人共に△を付けている。生田氏に、どちらかを○に決断してもらうことにな

った。 
 そこで生田氏は決断した。「福谷さんを○に」。 
 ここで福谷大賞が決定した。橋本佳作である。 
 午後５時 18 分。４時間 43 分の激論に終止符が打たれた。 
 初登場二人の受賞である。 
 
 
授賞式 
 
 福谷圭祐は受賞のスピーチで「憧れていた光栄な賞を頂きました。今回初ノミネートさ



れ、この後、ぼこぼこにこき下ろされ、くじけずに出し続けるという未来が待っていると

思っていました（笑）。意外に早く頂けて、これが不幸なことにならないよう、慢心せず、

取り組んでいきたいと思います」と語った。  
 橋本健司は「行きたい所に行けなくなった祖母をどこかに連れて行きたいという思いと、

悩む母に向けて書きました。書く機会を与えて下さったＫＯＩＮＵと、長年お世話になっ

ている桃園会の皆に感謝いたします」とコメント。 
 橋本は、２０１４年に夭逝した劇作家・演出家の深津篤史が主宰した桃園会の俳優であ

る（現・代表は、はたもとようこ）。 
 授賞式後の公開選評会の席上、佐藤氏から次のような言葉があった。「芝居を始めて 50
年になりますが、若い人の芝居を理解するふりをするのはやめよう、今年からいやな頑固

爺になろうと思っています。打倒対象になる役割を担います。福谷さんの作品は非常に優

れていますが、確信犯的に僕は×を付けました。僕らは若い頃、戦争になった時に何故普

通の人々は何も言わなかったのか、何をしていたのだと思いました。今、まさにそういう

時代になっています。今、戯曲がとても大切です。時代を書こうとする時、そのことを意

識しないといけない。自己言及ではなく、自分を解剖する積極性が必要です。自分に関心

を持つだけでなく、可能な限り、若い人は外部に目を向けていくべきです」。 
 この賞は、単純に１位を決めるためにあるのではない。日本は今、どこに行こうとして

いるのか、どんな危険を孕んでいるのか。そのことを意識化し、演劇は何を成すべきかを、

さらに真剣に考えなければならない時代に来ている。若い世代が自覚的に、率先して行っ

てほしい。そういう志から、選考委員達は厳しい意見もあえて言及し、「挑発」している。 

若い世代には、その「挑発」を受け止め、新しい明日を獲得してほしい。 
          （文中一部敬称略） 
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