
１．研究背景・目的

　日本の演劇は，明治以降からの急速な近代化や欧米

化の流れに応じて，歌舞伎・新派・新劇・小劇場演劇と，

それまでにあった演劇への反発により新たな集団・表

現が生まれていった [1]．なかでも 1960 年代から活発

になった小劇場演劇は，既成の演劇の枠を超えた現代

演劇をつくろうとする動きであり，演劇の可能性を大

きく広げていった．そして，小劇場演劇が活発になっ

たことにより，拠点となる小劇場も数を増やしていっ

た．

　このように，演劇において重要な役割を果たしてき

た小劇場だが，建築の面で見ると，小劇場の定義は曖

昧なままである．建築の面に限らず，そもそも「小劇

場」という言葉が，その定義が曖昧なまま現代まで使

われている．規模の小さい公立文化施設が増えたこと

や，拠点を大きな規模の劇場へと変化させていく劇団

も増えていることから，小劇場の位置付けは，時代に

伴ってより複雑になりながら変化しているように感じ

る．

　そこで本研究では，「小劇場」という言葉の定義を

物理・概念・経済の３つの視点から探り，現代におけ

る小劇場の位置付けを明確にすることを目的とする．

また，演劇制作の面では，小劇場の有効な利用方法や

新たな演劇空間を見出す一助となることを，建築の面

では，時代に沿った劇場計画の一助となることを期待

する．

２．研究方法

　既往研究では小劇場を取り扱っている文献を調査

し、これまでの「小劇場」という言葉の扱われ方を分

析する．その後に「小劇場」を物理・概念・経済の３

つの視点に分けて調査し，「小劇場」の位置付けを行う．

３．既往研究

　小劇場に関する研究は，伊東正示・安東勝男らによ

る研究 [2][3] がある．実際の劇場を取り上げながら小

劇場の使われ方や歴史を論じている．しかし，これら

の研究は小劇場運動が盛んになってからまだ間もない

時期の研究であり，現代とは小劇場のあり方が異なる

と考えられる．また，小劇場の明確な位置付けもされ

ていない．

　小劇場を位置付けしている研究には，勝又英明・伊

東正示・入江恵子による研究 [4] や竹本俊治・積田洋

による研究 [5] がある．しかし，これらは調査対象を

決定するため客席数をもとに一時的かつ独自に定義し

ているだけであり，この２つの研究からも，小劇場の

定義が曖昧で確立されていないことがわかる．

　渡辺日奈子・清水裕之による研究 [6] では，特定の

劇場を取り上げて調査を行い，その結果から小劇場全

体の施設・運営について論じている．しかし，劇場の

選定理由や小劇場の定義は明記されていない．

　上記から，「小劇場」という言葉は既往研究におい

て特定の定義を持たず，著者の都合のよい解釈で使わ

れていることがわかる．

　これらから本研究には，小劇場を一時的な定義や独

自の定義ではなく，物理・概念・経済の３つの視点か

らの調査のもとで，根拠を持って位置付ける点で新規

性がある．

４．「小劇場」と３つの視点

　「小劇場」という言葉は様々な使い方をされており，

小さな演劇空間・規模の小さな劇場といった物理的空
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間として使われることもあれば，小劇場演劇・小劇場

運動といった演劇のジャンルそのものや演劇運動を呼

称する場合もある．また，劇場を利用する劇団の予算

規模やどのような客を対象にしているのかなど，経済・

運営の側面からその劇場が「小劇場」と呼べるか否か

を判別している場合もある [7]．

　このように，「小劇場」は広い範囲で使われている

ため，様々な側面からその定義を考えることができる．

これは，１つの視点から「小劇場」の位置付けを確立

させるのは困難であるとも言い換えられる．実際に，

演劇関係者（演劇作品の制作に関わったことのある人

物）数名に「小劇場か否かをどこで判断するか」とい

う質問をしたところ，客席数・チケットの値段・天井高・

劇場の立地など，バラバラな回答を得た．

　そこで，「小劇場」という言葉が持つ意味や役割を

大きく３つに分類し，それぞれを別の視点から調査・

分析していく（図１）．これにより，様々な解釈で使

用されてきた「小劇場」を紐解き，より明確な小劇場

の位置付けが行えると考える．

５．物理的な「小劇場」

　客席数について，文献調査の結果全体を通して，客

席数が 300 席以下の劇場を「小劇場」と呼んでおり，

観客の少なさや客席規模に伴った劇場サイズの小ささ

が小劇場の定義に関係しているといえる．

　劇場の立地について，演劇関係者数名に「代表的な

小劇場は何か」という質問でヒアリングしたところ，

下北沢などの特定の地域の劇場に回答が集中した．こ

のことから，地域の持つ文化や地域性がそこに建つ劇

場を小劇場と定義付けている可能性があると考えられ

る．

６．概念的な「小劇場」

　小劇場運動について，本来は 19 世紀ヨーロッパの

小規模な劇場が主体の演劇革新運動を指し，演劇を商

業主義から解放し，本来の芸術を目指した演劇運動で

ある．日本では，1960 年代に既成の新劇に飽き足ら

ない若者たちが新しい演劇の創造をめざして始めた活

動のことを指す [1]．

　小演劇運動の中で生まれていった実験的・前衛的な

演劇を小劇場演劇といい，アンダーグラウンド演劇（通

称アングラ演劇）とも呼ばれていた．小劇場演劇を上

演する人々は独自の才能を持つ主宰者を中心に緊密な

集団をつくり上げ，個性豊かな活動を展開した [1]．

７．経済的な「小劇場」

　経済面について，演劇関係者数名にヒアリングした

ところ，公演のチケット価格が小劇場での演劇である

かを左右するという回答があり，チケット価格が

3000 円台以下のものは小劇場の演劇だと感じるとい

う．　

　運営方法について，団体客に依存する商業演劇，演

劇鑑賞団体と不可分の新劇と異なり，小劇場での演劇

は作品ありきの興行であり，個人客を対象としている
[7]．

８．まとめ

　視点を分けて「小劇場」の定義を調査したことによ

り，広く曖昧だった「小劇場」という言葉のあり方が

紐解かれ，現代における小劇場の位置付けの輪郭が見

えてきた．今回は文献調査や対象範囲の狭いヒアリン

グ調査にとどまったため，今後は対象を広げてのアン

ケート調査などを計画している．
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図１　３つの視点からのアプローチ
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