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劇場を出た参加型演劇。広場で体感する「個」と「公共」

パブリック・ドメイン 
構成・演出：ロジェ・ベルナット

The performance “Public Domain“ is based on very simple elements. A 

public square, headphones, some basic rules and the ’audience’. In this 

theatre piece, actors and actresses won’t appear. All150 ‘spectators’ 

are participants. Who are they, where do they come from and what is 

their relationship to each other? Via headphones they listen to questions 

referring to the history and geography of their country, their city and their 

personal life and customs. “Were you born in Tokyo? Take one step to the 

side. Do you always sleep on the same side of the bed? Put up your hand.”

While responding to these questions, they move around in the square. 

Through the simple movements, small groups start to form in the audience.

These micro communities expose underlying social patterns and tell a tale 

that Bernat carefully orchestrates.

*Recommended for audiences 16 years of age and over.

Direction: Roger Bernat［Spain］

Catalan director Roger Bernat (1968) is a leading figure in the performing arts in Spain. After 

studying architecture, he discovered theatre and at the age of 25 entered the Institut del 

Teatre in Barcelona to study directing and dramaturgy. Soon after, he founded and directed, 

with Tomàs Aragay, the company General Elèctrica. Well known in Catalonia for their 

daring and engaged projects, General Elèctrica (1997-2001) created a dozen remarkable 

productions. Roger Bernat often concentrates on a variety of social groups (heroes, 

transsexuals, cab drivers, etc.) in his ongoing search for new theatrical forms. 

受付開始は開演１時間前
The box office opens 1 hour prior to the start of the performance. 

★終演後ポスト ･パフォーマンストークあり　Post-Performance Talk

11/15（Mon）F/T 関連企画『F/Tユニバーシティ』（p.49 参照）
　　　　　　　F/T Projects “F/T University ” （See p.49 for details）

Public Domain  Concept, Direction: Roger Bernat

　本作を上演するのに必要な要素は「公共広場」「ヘッドフォン」

「いくつかの簡単なルール」そして「 観客 」―― これだけだ。こ

の演劇に俳優はひとりも登場しない。出演者は当日集まった約

150 人の観客。「出かける前、鏡で自分の姿をチェックしました

か ?  今いる場所から離れて」、「外見がよいと有利だと思います

か ?  前へ進んで」―― ヘッドホンを通じて投げかけられる質問

と指示に従い、観客は周辺を動き回る。やがてそこにはいくつか

の小さな集団が生まれ、観客はそのグループごとに演出家が用

意したフィクションの登場人物を演じることになる。

　上演する都市の地理や歴史、参加者の私生活に関する質問を

重ねて作られた広場の様相はわたしたちの社会の縮図だ。その

ただ中に立ち、実際の都市の喧騒を身近に感じながら共通の「物

語」を演じる。その時、観客の胸に去来するものは ?  ロジェ・ベ

ルナットが模索する社会と演劇の新しい関係、その萌芽はここ

にある。

※ 16 歳以上の観劇をおすすめします。

構成・演出：ロジェ・ベルナット［スペイン］

1968 年カタルーニャ生まれ。大学で建築を学んだ後、25 歳で演劇を「発見」。バルセロナの演劇大
学で演出とドラマトゥルギーを学ぶ。卒業後は Tomas Aragayと共に General Electr icaを創立、
特定の社会集団を題材にした舞台作品を多く発表した。近年は、かつてギー・ドゥボールが率いたシ
チュアシオニスト運動の影響を受けており、特に街の中で演劇と社会の新しい関係を探る創作活動
を行っている。

10/30 （Sat）,11/6 - 28 （Every Sat & Sun）
池袋西口公園

Ikebukuro Nishiguchi Park

音声は日本語又は英語が利用可
Soundtrack available in Japanese or English

70min
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日本初演 Japan première

演劇（参加型） Theatre / Audience participation




