
イインンププロロノノーートト  
 

私が知ってるインプロのこと 

Impro note 
 

What I know about improvisation 

ケアとインプロ研究所 

なかごめ ひろみ 

「嫌なことは全部辞める。好きなことしかしない。」 

そう決めた、高２の春。 ・・・あれから１７年。 

今も、同じことしてる。 絵を描いて、演劇やって・・・。 
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はじめのごあいさつ 

 

はじめまして☆中込裕美です。 

みんなには、ひろみと呼ばれています。 

呼ばれたい名前で呼んでもらうのが、インプロスタイル。 

あなたもどうぞ「ひろみ」と、呼び捨てにしてくださいね＾＾ 

 

おひさしぶりです、のみなさま。お待たせいたしました！ 

ようやく新作をお届けです。今回は、『おはなし』ではありません。 

いや～、めちゃくちゃ勉強しましたヨ。本やノートをひっくり返して。。。 

 

今までの学びを総まとめした、私の大切な学びの記録。 

最後まで、お付き合いのほど、どうぞ、よろしくお願いいたします☆ 
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第一部 

私のこと 
 

まずは、私とインプロとの関わりについて、少し自己紹介。 

映画のように、物語の始まり「プラットフォーム」を、 

お好きなテーマソングでお楽しみください♪ 

私が、執筆の合間に聞いていたのは、「つじあやの」さんの「つじベスト」。 

あやのさんの柔らかな声と、軽やかな曲に、体が自然に動き出します。 

キーボードを敲く指先も、いっしょに、踊りながら、歌いながら・・・。 
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ライフヒストリー 
 

１９７６年３月２日。福岡県北九州市の病院で生まれ、家が完成した１０ヵ月後、行橋市に引越しました。 

今は、ずいぶん都市化されていますが、私がいた頃は、山に囲まれ、田んぼが広がる、のどかな田舎でした。 

小さい頃は、田川市に住む祖母の、農耕自転車の前カゴに納まり、畑仕事についてゆくのが好きでした。 

遊び場は、近くの山や、神社の境内。冬になると、稲を刈り取った田んぼが、グラウンドになりました。 

この行橋の家で、高校を卒業して上京するまで、過ごしました。 

 

父は、昔、炭鉱で栄えた田川育ちの九州男児、４０年勤めた会社を定年退職し、今は、神社仏閣の写真を撮る 

ことにハマっています。母は、横浜育ちのハイカラさん。英語の勉強と旅行が好きで、じゃらんが愛読書。 

弟は、背が１９３cm もある長身で、運動が得意。今でもサッカーをしています。妹は、かわいくて、おしゃれ。 

今年、上京し、大好きなお花の仕事を始めます。家族のことは、とっても大切ですが、一緒に住んでいた頃は、 

息苦しくて、適度な距離がある、今の関係が、ちょうど良いなぁと思います。 
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幼稚園の頃、絵本がたくさんあって、たくさんの物語と出会い、その世界を楽しみました。 

ぐりとぐら、そらいろのたね、てぶくろ、じごくのそうべえ、花さき山、ももちゃんシリーズ・・・。 

その頃から、本を読むのが好きになり、図書館で、よく本を借り、本ばかり読んでいました。 

 

小中学校は、どちらも全校生徒が３００人くらいで、田んぼの中にある小さな学校でした。 

各学年は、多くても３クラス。兄弟姉妹も通うので、誰もが、顔見知りでした。 

体が弱かったので、母親に運動を強制されていて、小学校では、子ども会のソフトボールに参加し、 

中学の頃は、バレーボール部に入りました。どちらも万年補欠で、運動センスは最低でした。 

 

高校は、大学進学の意志がなかったことと、両親が、工業・商業高校を卒業していたこともあり、 

そう進むものだと思って、商業高校を選びました。また、他の科目に比べて、数学の成績が良かったので、 

情報処理科を薦められ、情報処理が何なのかも知らずに、その科があった北九州市の高校を受験しました。 

入学して初めて、パソコンを学ぶのだと知りました。最初は、まったく出来ませんでしたが、 

３年間学ぶ中で、理解も進み、資格を取り、後にＳＥの仕事をするまでになりました。 
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駅まで自転車で約１５分、快速電車で約２０分、各停なら約２５分の電車通学。 

今までは、買い物に行くのは車で、遊ぶときは自転車で過ごしていたので、定期を持ったことで、 

行動範囲が広がりました。また、高校での出会いで、いろんな暮らしがあることを知りました。 

 

高校の入学式の日、私の後にいた、明るく元気な女の子が、女子バレーボール部に入ると言ったので、 

その流れで、じゃあ、マネージャーになる、と気軽に決めました。 

しかし、高校のバレー部は、週末に練習試合があるなど、とても忙しくて、すぐに根を上げました。 

 

２年になってすぐ、先生に退部を申し出ると、「続けることに意味がある。嫌だからといって辞めないで、 

もう少しがんばってみろ。」といったことを長時間説得され、雰囲気に流されて、退部届けを破り捨てました。 

しかし、根性なしの私は、結局、次の日、改めて退部届けを出しました。このことは、先輩方から 

たくさんの非難を浴びました。それは、悲しかったけれど、がんばることよりも、楽になることを選びました。 

 

運動は、子どもの頃からずっと、「体が弱いから、運動しなくてはいけない」と、自分の興味もないままに、 
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ただやっていただけでした。中学までは、趣味レベルで参加出来たので、それなりに楽しんだけれど、高校は、 

部のレベルも高く、練習もハードな上、実績を出すために、選手を厳しく律し、打ったりするので苦痛でした。 

また、商業高校だったので、学校でも「会社で働く人材になるために」という視点で、厳しく指導されました。 

社会人となるべく育てて頂き、感謝していますが、スパルタな指導法だけは、受け入れられませんでした。 

 

小さなコミュニティで生きていた私にとって、市外の高校に進んだことは、大きな環境の変化でした。 

中学までは、のどかな田舎時間の中で、何でも周りに合わせて、なんとなく過ごしていけました。 

しかし、高校では、その方法で過ごすには、要求されることがハードすぎて、付いていけませんでした。 

 

私は、「嫌なことは全部辞める。好きなことしかしない。」そう決めて、落ちこぼれになることにしました。 

抑圧に対して、表立って反抗する勇気はありませんでしたので、それが精一杯の抵抗でした。 

何より、全ては、自分で考えることなく、周りに合わせて、なんとなく流れで決めたことが、原因でした。 

自分の入った高校がどんな校風か、情報処理科が何を勉強するのか、バレー部の内容、どれも自分で 

確かめることなく、ただ、周りの意見に合わせて、決めたために、自分の望まない環境を作ったのです。 
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忙しすぎた女子バレー部マネージャーを辞めた後、気ままなマンガ研究部に入りました。 

多くの部員たちが、図書委員をやっており、新着案内など手伝うと、お菓子が食べられるので、 

私も図書委員になりました。本を読むことも好きだったので、とても楽しい仕事でした。 

また、図書館は、派閥からあぶれた、変わった先生方が出入りしていて、とても面白いところでした。 

あの頃、こんな生き方もある、と姿勢で見せてくれた先生方に、心から感謝しています。 

 

３年の夏、マン研の顧問の先生が、演劇部も兼任しており、温泉合宿に釣られて、演劇部に入りました。 

私と、マン研の友人の３年二人と、ダイエット目的の１年二人、この素人四人が役者で、 

前から所属していた２年二人が、スタッフを担当し、３年の私たちが、部長と副部長を担当しました。 

 

自分たちをモデルに、顧問の先生と創った「みかん」という話で、市大会に出場すると、 

舞台上で、実際にみかんを食べた、香りの演出が好評で、県大会に進めることになりました。 

しかし、私たちの演技の、あまりの素人さに、稽古を重ね、演技技術をしっかり勉強してきた、伝統校の 

生徒たちに、「あんたたちなんか認めない！」と、非難されました。びっくりして、ショックでした。 
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しかし、実際、県大会では、審査員たちに、完全に無視された扱いで、それも悲しかったです。 

この経験は、素人として演劇を続けている、今の自分にとって、とても象徴的な出来事だったと思います。 

 

高校を卒業し、「声優」に憧れを持った私は、母の薦めで、東京の専門学校に入学しました。 

学費は出してもらえなかったので、新聞奨学生を２年勤め、学校に通いました。 

朝夕刊の配達、集金、新規契約の拡張など、仕事がたくさんあり、学校に通うエネルギーはなくなりました。 

なんとか単位は取得し、卒業はしたけれど、何一つ身に付けることも出来ず、ここでも落ちこぼれでした。 

ただ、この学校に入ったことは、「演劇」の興味を深め、インプロに出会うための、大切な布石となりました。 

 

上京して１５年。いくつかの仕事をして、いくつかの街に住み、いくつかの恋をして、結婚をしました。 

環境が、どんなに変わっても、絵を描いて、演劇をして、興味を持ったこと、好きなことをしています。 

４年前に出会った夫は、そんな私に興味を持ち、「ひろみを支えたい。」と、結婚を申し出てくれました。 

夫が求めたのは、「私らしくあること」と、「夫を愛すること」。それは、私の道を探求することでもあります。 

修行僧のように専念できるのは、とても幸せなこと。夫の存在に、改めて、心から感謝を贈ります。 
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インプロのこと 
 

インプロとの関わりを書く前に、インプロをご存知ない方に、インプロとは何か、簡単にご紹介します。 

インプロは、英語のインプロビゼーションの略で、即興という意味です。 

音楽の世界でも、ジャズの即興が有名ですし、クラシックのピアノ曲にも「即興曲」があります。 

 

わたしたちが使う「インプロ」は、即興の演劇のこと。また、練習のときに、大枠の設定を決めて演じる 

「エチュード」と呼ばれる即興演劇もあります。これはフランス語で、即興という意味。 

同じく「アドリブ」も即興という意味ですが、こちらはラテン語が語源だとか。 

 

この「インプロ」と呼ばれる、ゲームを使って行う、新しいスタイルの即興演劇は、 

今から１５年くらい前に、日本に入ってきて、少しずつ広まり、裾野を広げています。 

今では、たくさんのグループができて、それぞれのスタイルでインプロを行っています。 
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私が、インプロに出会ったのは、１９９６年のことでした。上京し、演劇の専門学校を卒業した後、 

通い始めた養成所の選択クラスとして、「インプロ」のクラスがあり、参加しました。 

当時は、演劇が怖く、インプロも怖かったのですが、その怖さを克服したいと、養成所を辞めた後も、 

インプロのワークショップに参加していました。 

 

現在は、高尾隆こと、どみんごとともに、即興実験学校という活動を２００１年から続けています。 

彼と出会ったのも、インプロのワークショップで、１９９７年のことでした。 

演劇が怖かった私は、ワークショップに参加するだけで、精一杯でしたが、 

大学で演劇を楽しんでいたどみんごは、名前のインパクトと、体積の大きさで人気者でした。 

 

ワークショップでの友人が、「面白い人がいるんだよ」と紹介してくれたのが、最初の出会い。 

今でこそ、こんなに長い付き合いとなりましたが、あの頃は、彼の世界と私の世界は、まるで違っていました。 

そんな私たちを、強く結びつけたのは、「インプロ」と、もうひとつ。 

「インプロ」創始者のひとり、キース・ジョンストン氏の来日です。 
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Keith Johnstone キース・ジョンストン 

 

イギリス人で、現在カナダに在住するキース・ジョンストン氏は、一度だけ来日したことがあります。 

１９９８年に来日が決まったキースに、インプロヴァイザー（インプロ役者のこと）たちは沸き立ちました。 

ワークショップ受講料もそれなりに高く、若いインプロヴァイザーたちには、躊躇した人もいました。 

私もそのひとりで、参加しませんでした。残念なことに、まだキース本人に会ったことがありません。 

 

このとき、多くの参加者たちは、キースのワークショップを受け、丁寧に物語を積み上げるインプロに、 

今まで学んできたインプロと、あまりに違うので、大変な衝撃を受けたそうです。 

また、キースの方も、彼らのインプロを見て、その違いに驚き、ワークショップの最初の日、 

「私のインプロを教えるけれども、それでも良いだろうか？」と確認をした、と後から聞きました。 

 

その後すぐ、私たちは、キースのインプロを知りたいと、彼の著書を勉強するグループを作りました。 
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「A piece of cake」という名前で、キースのワークショップに参加した人と、不参加の人、混合の８人。 

ピースという愛称で呼んでおり、今でも長い付き合いのある友人たちと、多く出会いました。 

この活動は２０００年に解散しました。短い活動でしたが、グループ活動について多くを学び、 

訳した資料は、今でも何度も読み返すほど、大切な宝物です。 

 

２０００年、サンフランシスコのインプログループ、「ベイエリア・シアタースポーツ（通称 BATS）」から、 

キースに直接師事するレベッカ・ストックリーさんが来日し、ピースのメンバーの多くも参加しました。 

レベッカは、とてもフレンドリーな方で、どみんごは、その年の夏、BATS のサマースクールに参加しました。 

その翌年、サマースクールに参加したメンバーが中心となり、通訳つきの日本人ツアーが企画されました。 

 

それなりに費用もかかり、１週間近くも会社を休むことになるので、とても悩みました。 

しかし、インプロを学び始めて５年も経つのに、どこにも方向を見出せないでいる自分のために、 

一大決心して、参加しました。（ちなみに、今やお笑いで大人気のエドはるみさんも、参加されてました^^） 

・・・そして、帰国して半年ほど経った頃、私は体調を崩して会社を辞めました。 



 

 

16 

即興実験学校 
 

２００１年夏、会社を辞めた後、心療内科に通いながら、日々を鬱々と過ごしていました。 

そんな私に、どみんごが「新しいインプロの活動を始めたいと思ってる。ＳＥとして働いていた経験を 

活かして、ホームページや、チラシ作りなどを、手伝って欲しい。」と、声をかけてくれました。 

 

後で聞いたことですが、どみんごは、その頃の私の、あまりの鬱状態を見兼ねて、 

少しでも気分転換になれば、と声をかけてくれたそうです。 

その頃の私は、自律神経失調症になり、今までの人生の中で、最悪な精神状態でした。 

 

今思えば、病気になったおかげで、時間もでき、即興実験学校に関わり、自分の好きなことで 

満たされた生活を送るきっかけとなったので、良かったなと思います。 

もちろん、あの頃の私には、そんな未来が来るなんて、想像も出来なかったけれど。 
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そうやって、即興実験学校の活動を続けるなかで、どみんごとの関係も深まっていきました。 

もちろん、最初から、よりよいパートナーシップが築けたわけではなく、さまざまな問題がありました。 

それでも、お互いに、活動を続けることを選び、忍耐と友愛によって、乗り越えてこられたと思います。 

そのことは、どみんごに感謝するとともに、自分自身も労いたいと思います。 

 

また、どみんごが大学で教え始めたとき、アシスタントとして参加するなど、教える仕事も増えて来ました。 

とくに、即興実験学校のトライアルクラスは、等身大の私のまま、無理することなく、ファシリテートに 

チャレンジできる、ありがたい環境です。 

どみんごが、大学の授業をはじめ、多くの指導経験があるのに対し、私の経験は少なく、未熟ですが、 

厚意を持って、慕ってくださる、たくさんの方の愛情に支えられています。本当にありがとうございます。 

 

そして、インプロの活動を通して、さまざまな人々と出会い、友人も増え、自分の世界も広がりました。 

今でもインプロにかかわり、さらに教える機会も与えられ、素晴らしい環境に、日々満たされています。 

即興実験学校は、私とインプロをつなぐ、とても大切な活動のひとつです。 
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ケアとインプロ研究所 
 

即興実験学校のお手伝いを始めた頃、一人暮らしだった私は、生活のためにも働かなくてはならず、 

身体を壊したこともあり、以前とはまったく違う業種の仕事を探し、介護の世界に入りました。 

今まで、身近になかった未知の世界は、驚きや発見に満ち、多くの学びがありました。 

 

しかし、新しい仕事は、緊張でいっぱいで、その学びを楽しむ余裕は、ありませんでした。 

また、各家庭を訪問するホームヘルパーだったため、一人で仕事をする環境だったことも、緊張を強めました。 

 

私は、介護経験の未熟さを補い、仕事での問題を乗り越えるために、インプロのスキルを活用し始めました。 

それらの経験と学びから、考えるいろいろを、最初の頃は、「日記のようなもの」として、 

ヘルパー１年目後半の２００２年８月から、mixi 移行までの２００７年５月まで、気の向くままに、 

気晴らしとして、ネット上の日記に書いていました。 
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それらの経験から、自分なりの哲学が育っていきました。 

しかし、それは、どみんごの教えるインプロとは、少し違っていて、即興実験学校で探求するには、 

違う道のようでした。そこで、私の道を探求するために、ケアとインプロ研究所を立ち上げました。 

 

即興実験学校の「付属」としてスタートしたのは、完全に自分ひとりで行うことが不安だったから。 

また、ソロの活動を行うことが、どみんごとの決別になってしまうのではないか、と感じたからでした。 

私は、即興実験学校の活動も大切だったし、どみんごと決別したかったわけでもありませんでした。 

ただ、自分の探求したい道を明らかにするには、新しい環境が必要だと思ったのです。 

 

立ち上げた当初は、その気持ちが強すぎて、がんばりすぎてたな、とも思いますが、 

今は、スタートしてから５年が経ち、ようやく、肩の力も抜け、方向も定まってきたところでしょうか。 

 

最近では、美術や裁縫など、新しい興味も、どんどんふくらんでいます。次のステップに進むために、 

この「インプロノート」をまとめることは、とても大切な学びになると思います。 
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ふ～、長いプラットフォームが、やっと終わりました。 

ここまで、お付き合いくださって、ありがとうございます☆ 

ようやく、本題について、書いていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

とはいえ、ここから先も長くなりそうです。 

お茶でも飲んで、一息入れてくださいな。 

どうぞ、ゆっくりと、気楽にお付き合いくださいませ☆ 
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第二部 

インプロヴァイザー 
 

人は、カメラを向けられると、何かしなければならないと言う心持になる。 

硬くなったり、対称的におどけた仕草になったりする。 

これらの解決方法として、私は「偽りの自分ではなく、本当の自分を見つめなさい」と言う。 

同様の行いは、観客の前に出たときにも起こり得る。 

多くの役者たちは、ひどく恐れた状態で演技している。 

見られることによる恐怖は普遍的である。 

（ピース勉強会資料「Keith Jhonstone ”Don't be prepared”」訳：どみんご） 
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Give your partner a good time. 相手に良い時間を与えよう。 

 

私やどみんごが、大切にしているインプロのキーワード。それが「Give your partner a good time.」です。 

キースは、常に、このことを意識していて、「その日のショーの出来が、良かったかどうか」は、 

「一緒に出演したメンバーが、楽しんでいたかどうか。」だと、言っています。 

 

観客に対しての前に、まず、一緒にやるメンバーに対してということに、驚きました。 

インプロでは、役者本人も見られているので、人柄やメンバーの関係も、観客の鑑賞に晒されます。 

どんなに素晴らしいショーができたとしても、メンバーが協力し合って、お互いに楽しんでいなければ、 

観客は残念に思いますし、メンバーも「また一緒にやろう」と思えず、次の機会はなくなるでしょう。 

 

私たちは、活動を続け、学び続けるために、このキーワードをモットーに掲げることにしました。 

幸いなことに、即興実験学校の活動は８年目に入りました。これからも大切な言葉です。 
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Good nature グッドネイチャー 

 

その人らしさ、その人のよさ、自然にあらわれるその人の本質が、グッドネイチャーです。 

その状態を「自然体」と表現するのも、良いかもしれないと、私は、思います。 

 

インプロは、スポーツと同じように、その日に、どんな結果が出るか、やってみないと判りません。 

でも、その人が、グッドネイチャーであれば、失敗しても、周りの人が、味方になってくれます。 

観客が見たいのは、インプロヴァイザーが、リスクをとってチャレンジし、思いっきり失敗するところ。 

そして、何よりも、どんなに失敗しても、ハッピーでいるところです。 

 

そのために、インプロを学ぶとき、最初は、間違え方を練習します。 

お手本となる間違え方は、クラウン・バウ。失敗した後に、堂々と両手を広げる、あのポーズです。 

失敗を内側に向けて、自分を傷つけるのではなく、外側に出して、みんなと共有するのです。 
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Spontaneity あるがまま 

 

辞書では「自発性」と出てきます。種から芽が出てくるような、自然に発生することです。 

インプロのワークをするとき、なかなかしっくりくる訳が見つからなかったのですが、 

最近読んだインタビューで、フランス料理シェフの三國清三さんが、若い頃フランスで言われたという 

「スポタナ」を「あるがまま」と訳しておられて、まさに、このことではないか！と、歓喜しました。 

 

このしっくりくるとか、こないとか、そういった、誰もが持ってる感覚。センス。それをそのまま、表現する。 

それが難しいのは、自分が想像し、表現したことが、そのまま自分自身として評価される恐れから、 

自分でストップをかけてしまうためです。キースは、それを「検閲」と言っています。 

 

「想像」についての、キースのアドバイスは、「それを面白がろう。しかし、責任は引き受けない。」です。 

グッドネイチャーでいられるようになると、安心して、自由に表現でき、スポンタネイティーになります。 
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３つの検閲 
 

最初に浮かんだアイデアは、たいてい、これらのどれかの「検閲」に引っかかり、捨てられてしまいます。 

でも、素晴らしいアイデアというのは、その捨てられたアイデアだったりするのです。 

キースが、「検閲」として挙げている、代表的なものは、次の３つです。 

 

１１１１．．．．つまらないとつまらないとつまらないとつまらないと思思思思われることわれることわれることわれること    （（（（unoriginalunoriginalunoriginalunoriginal））））    

２２２２．．．．卑猥卑猥卑猥卑猥だとだとだとだと思思思思われることわれることわれることわれること    （（（（obsceneobsceneobsceneobscene））））    

３３３３．．．．気気気気がががが狂狂狂狂ってるとってるとってるとってると思思思思われることわれることわれることわれること    （（（（psychoticpsychoticpsychoticpsychotic））））    

 

「大人は、教育やしつけで傷つけられた、萎縮した子ども」だと、キースは、表現しています。 

大人になるということは、社会で生きることなので、「検閲」は必要ですが、 

それが、自由に表現することを、妨げているのなら、「検閲」が、過度に働き過ぎているのです。 



 

 

26 

Be average 普通にやる 

 

キースは、インプロヴァイザーの問題を解決するために「逆の考え方」を使っています。 

たとえば、面白くやろうとする人には、「つまらなくやって」と、言います。 

何かを「しよう」とすることは、その「しよう」としていることの助けにならないし、 

余計にできなくする、という考えからです。 

 

キースは、「もし、あなたが素晴らしい人間で普通にしていたら、あなたは素晴らしいだろう。 

もしあなたが悪いインプロヴァイザーならば、どうしたってよくない。」と言います。 

さらに、「人間の中には、何か驚くような、とても力強いものがある。」とも・・・。 

 

自分と同じ人間は、他にいないので、自分にとって、「当たり前のこと」を「普通にやる」だけで、 

他の人にとっては、想像も出来ない、独創性に溢れた、素晴らしい表現となります。 



 

 

27 

Kinetic Dance キネテッィクダンス 

 

「キネティック」の訳は、「運動」「動的な」という言葉で表されています。 

日常生活で生きている人々の間には、このキネティックダンスが、たくさん存在します。 

 

並んでいる列の、自分の前にいる人が、一歩進んだら、それにつれて、自分も一歩進みます。 

自分にとっては、その場から、一歩動いただけですが、その行列を外から眺めている人がいるとすれば、 

列の全体が、前に移動していく、大きな動きが見えるでしょう。 

そういった、個々の動きが、相互に作用して生まれる動きを、キネティックダンスと呼んでいます。 

 

舞台の上といった、緊張する場では、このキネティックダンスが、消えてしまうことが、よくあります。 

インプロヴァイザーが、「その場所で、本当に生きていないとき」に、それは、起こります。 

シーンが上手くいっているときは、このキネティックダンスが、ダイナミックに起きています。 
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第二部では、インプロヴァイザーが抱える問題や、 

目指す方向について、いろいろと、まとめてみました。 

 

 

 

演劇演劇演劇演劇とはとはとはとは、「、「、「、「見見見見るるるる人人人人」」」」がいてがいてがいてがいて、「、「、「、「見見見見られるられるられるられる人人人人」」」」がいるものがいるものがいるものがいるもの。。。。    

演出家 ピーター・ブルック「なにもない空間」    

 

 

 

「見る人」であれば、楽にできることが、 

「見られる人」になったとたん、難しくなる。 

それは、舞台の上でも、日常生活でも、 

同じ問題だと思います。 
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第三部 

ストーリーテリング 
 

素晴らしい演技や即興をゼロから「考え出す」のはほとんど不可能である。 

一番いいのは、すでにあるゲームを適用することである。 

なぜならゲームは理論の表現だからである。 

すべての化学的理論が一幅の実験を暗に含んでいるように、 

即興の理論は一連のゲームを暗に含んでいる。 

（ピース勉強会資料「Keith Jhonstone ”Don’t be prepared”」訳：どみんご） 



 

 

30 

物語の構造 
 

「「「「赤赤赤赤いいいいリボンリボンリボンリボンをををを結結結結んだんだんだんだ、、、、小小小小さなさなさなさな女女女女のののの子子子子」「」「」「」「子子子子どものどものどものどもの手手手手をひをひをひをひいていていていて、、、、横断歩道横断歩道横断歩道横断歩道をををを渡渡渡渡るるるる男男男男のののの人人人人」」」」    

 

この文章を読んで、あなたはきっと、自然に映像を思い浮かべたのではないでしょうか？ 

女の子や、男の人の姿や様子。そして、この女の子と、男の人を関連付けたかもしれません。 

人は、物事を想像し、断片的な情報をつなげて、物語を作る（ストーリーテリング）ことができます。 

「検閲」に邪魔されなければ、誰もが、その能力を発揮できます。 

 

物語について学ぶとき、こう言われます。 

「誰でも物語の構造を知っている。ただ、それを説明できないだけ。」 

人は、生まれたときからずっと、さまざまな物語に触れているので、無意識のうちに、 

物語の構造を知っているのです。 
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キースは、インプロヴァイザーが、楽に舞台にいられるよう、様々なゲームでサポートしました。 

それは、観客と同じ視点で、物語を見るためでもあります。 

 

舞台の上では、緊張から、時間が早く流れ、観客が感じている時間と、ずれることがあります。 

焦って速くなってしまうと、観客は、話についていけなくなり、その結果、興味を失っていきます。 

インプロヴァイザーにとって、観客から興味を失われることは、とても怖いことです。 

観客の感じている時間と、同じ時間を感じて、一体となれば、焦る必要はなくなります。 

 

それでは、「物語」とは、なんでしょうか？ 即興実験学校で説明している、物語の定義はこちらです。 

 

物語物語物語物語とはとはとはとは、「、「、「、「はじめはじめはじめはじめ」」」」があってがあってがあってがあって、「、「、「、「なかなかなかなか」」」」があってがあってがあってがあって、「、「、「、「おわりおわりおわりおわり」」」」があるものがあるものがあるものがあるもの。。。。    

「「「「はじめはじめはじめはじめ」」」」とはとはとはとは「「「「なかなかなかなか」」」」のののの前前前前にありにありにありにあり、「、「、「、「なかなかなかなか」」」」とはとはとはとは「「「「はじめはじめはじめはじめ」」」」とととと「「「「おわりおわりおわりおわり」」」」のののの間間間間にありにありにありにあり、、、、    

「「「「おわりおわりおわりおわり」」」」とはとはとはとは、「、「、「、「なかなかなかなか」」」」のののの次次次次にあるものであるにあるものであるにあるものであるにあるものである。。。。    

哲学者 アリストテレス「詩学」    
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はじめ 
 

まだ、出来事が起きていない、プラットフォーム。CROW をつくり、主人公を決めます。 

 

CCCCharacterharacterharacterharacter    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    登場人物登場人物登場人物登場人物    

RRRRelationshipelationshipelationshipelationship    ・・・・・・・・・・・・・・・・        彼彼彼彼らのらのらのらの関係関係関係関係    

OOOObjectivebjectivebjectivebjective    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    彼彼彼彼らのらのらのらの目的目的目的目的    

WWWWherehereherehere    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    彼彼彼彼らがいるらがいるらがいるらがいる場所場所場所場所    

 

たいていの物語は、ネガティブな出来事が起こるので、基本的には、ハッピーな状態から始めます。 

その方が、インプロでは、楽に始められます。ただ、成長物語では、アンハッピーから始めることもあります。 

 

悲劇悲劇悲劇悲劇    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    偉偉偉偉いいいい人人人人がががが、、、、不幸不幸不幸不幸になるになるになるになる。。。。    

喜劇喜劇喜劇喜劇    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    普通普通普通普通のののの人人人人がががが、、、、トラブルトラブルトラブルトラブルにににに巻巻巻巻きききき込込込込まれるまれるまれるまれる。。。。    

成長物語成長物語成長物語成長物語    ・・・・・・・・・・・・    ヒーローヒーローヒーローヒーロー物物物物やややや、、、、シンデレラストーリーシンデレラストーリーシンデレラストーリーシンデレラストーリー、、、、サクセスストーリーサクセスストーリーサクセスストーリーサクセスストーリーなどなどなどなど。。。。    
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なか 
 

何か出来事（ティルト）が起こる。大きなパターンは、次の２つあります。 

    

１１１１．．．．主人公主人公主人公主人公がががが、、、、見知見知見知見知らぬところにらぬところにらぬところにらぬところに行行行行くくくく。。。。    

２２２２．．．．主人公主人公主人公主人公のいるところにのいるところにのいるところにのいるところに、、、、見知見知見知見知らぬらぬらぬらぬ人人人人、、、、物物物物、、、、出来事出来事出来事出来事などがなどがなどがなどが、、、、やってくるやってくるやってくるやってくる。。。。    

    

おわり 
 

ハッピーか、アンハッピーか、エンディングを決めます。 

いろいろな終わらせ方がありますが、オーソドックスなエンディングは、 

物語が始まった場所やエピソードなど、はじめのプラットフォームに戻る「リインコーポレーション」です。 

 

それでは、各キーワードについて、もう少し、詳しくみていきましょう。 
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Platform プラットフォーム 

 

プラットフォームは、出来事が起こる前の部分です。 

この後起きる、出来事を印象付けるため、何も起きない安定したシーンを作ります。 

必要な情報は、基本的な登場人物、彼らの関係、どんな目的を持っているのか、ここはどこなのか、 

といった、CROW ですが、それらを急いで説明する必要はなく、ゆっくりと、丁寧に作り上げていきます。 

 

キースは、「３０秒に１つのアイデアで充分」と言っています。 

ゆっくり作ると、観客は物語に入りやすくなり、インプロヴァイザーたちも、物語の世界を共有できます。 

上手なインプロヴァイザーほど、観客を信頼し、間を長く取ることができます。 

 

また、ロングフォーム（長編）のときは、どんなジャンルなのかを決めると、ジャンルが 

パーミッション（許可）となり、インプロヴァイザーが、より大胆になる助けになります。 
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主人公は誰か？ 
 

物語を始めるとき、この物語は、誰の話なのか、主人公を意識して決めると、より物語を作りやすくなります。 

主人公は、普通のキャラクターとして、信じられる演技をします。その方が、変化を見せやすいからです。 

    

主人公主人公主人公主人公    変えられる人。ポジティブで、あきらめない。 

脇役脇役脇役脇役    変える人。主人公を変えるサポートをする。ティルトを起す。 

パッセンジャーパッセンジャーパッセンジャーパッセンジャー（（（（通行人通行人通行人通行人））））    セリフはなく、出来事に遭遇したリアクションを見せる。観客の代表。 

 

主人公とは、出来事に影響を受けて、大きく変わっていく人です。 

物語のはじめとおわりを比べたとき、「明らかな変化」がないと、観客はがっかりします。 

観客が見たいのは、「変わる人」。主人公が、どう変わっていくのかを見たいのです。 

そして、脇役やパッセンジャーは、主人公が変わるのを助け、物語を支えることで、輝きます。 
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予想の輪 
 

観客は、インプロヴァイザーが出すアイデアから、未来を予想し、自分で物語を作っています。 

その観客が想像する物語は、実際に演じられている物語に対して、シャドーストーリーと呼んでいます。 

そして、そのシャドーストーリーを作るために、観客が行っている作業を「予想の輪」と呼んでいます。 

 

観客は、インプロヴァイザーの出すアイデアによって、自分の想像した物語をどんどん修正していきます。 

たとえば、最初の「女の子」と「男の人」から、たくさんのアイデアを想像していたとします。 

その後、「女の子」が、「男の人」に「パパ」と呼びかければ、「父子」というアイデアを選択するのです。 

 

インプロでは、即興で物語を作っていくので、複雑すぎると、イメージの共有が難しくなります。 

観客が想像する、シンプルで、あたりまえな、ベタな物語の方が、インプロヴァイザーと観客を一体とします。 

「予想の輪」の「ど真ん中」にあるアイデアを使うことは、観客を驚かせ、喜ばせます。 
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Control コントロール 

 

観客は、楽々とシャドーストーリーを作り、実際に演じられる物語に沿って、苦もなく修正していきます。 

しかし、舞台上のインプロヴァイザーが、観客と同じように、物語をつくることは、簡単ではありません。 

そこには、第二部で取り上げた「見られる」という問題と、もうひとつ「コントロール」の問題があります。 

 

「イエスと言う人は、冒険を手に入れることができ、ノーという人は、安全を手に入れることができる」と、 

キースは言っています。体や心の調子が悪いとき、過去に捉われているとき、未来や変化を恐れているとき 

などは、「ノー」と言いやすくなり、物語をコントロールしたり、逆に手放したりします。 

 

コントロールを握って、自分の思い通りに物語を進めれば、先が判っているので、安心です。 

逆に、コントロールを手放してしまえば、自分は責任を負わなくていいので、楽になります。 

インプロが上手くいっているとき、このコントロールは、完全にシェアされ、バランスが取れています。 
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Tilt ティルト 

 

ティルトは、「傾き」ということです。物語の「なか」で起きる、出来事のこと。また、それを行うことです。 

大切なことは「変化」すること。どんなに大きな出来事が起きても、変化しなくては、ティルトになりません。 

出来事が小さくても、主人公が大きく変化すれば、それがティルトとなり、ドラマが生まれます。 

 

日常では、人は、変化を起さないように、このティルトの傾きを元に戻すように、訓練を受けています。 

他人を口汚く罵ったり、泣いている人を、さらに泣かせるような、ひどい仕打ちを行いたいと思う人は、 

あまりいないでしょう。 

 

しかし、舞台の上では、日常とは逆のアイデア、リスクの高いアイデアを選ぶ方が、物語にドラマを生み、 

観客の興味を惹きつけるので、インプロヴァイザーを安全にします。 

また、主人公を変える脇役は、個性の強いキャラクターにすると、普段の自分から離れ、演じやすくなります。 
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Reincorporation リインコーポレーション 

 

物語を終わらせる方法の中で、一番オーソドックスな方法が、この「リインコーポレーション」です。 

再び（Re）中に（in）一体となること（corporation）。はじめのプラットフォームに戻るのです。 

即興実験学校では、どみんごの描く、へびの絵がお馴染み。ウロボロスと呼ぶそうです。 

 

かぐや姫は、月からやってきて、月に帰っていきます。 

浦島太郎は、海岸から出発し、海岸に戻り、桃太郎は、家から旅立ち、家に戻ってきます。 

 

物語を丁寧にはじめ、しっかりと出来事に反応し、その物語に生きていれば、終わりは判ります。 

最初の場所や、エピソードなど、プラットフォームには、物語を終わらせるアイデアがたくさんあります。 

過去にとらわれるのでも、未来を恐れるのでもなく、今を生きる。そして、はじまりのことを思い出す。 

そうすれば、物語をどう終わらせるか、不安に感じる必要はありません。 
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第三部では、ストーリーテリングについて、まとめてみました。 

 

キースの言葉は、どみんごの著書「インプロ教育」から引用しました。 

どみんごは、私の苦手な部分を補って、いつも助けてくれます。 

ともに活動できることに、深く感謝しています。 

 

そして、インプロをずっと学んできましたが、 

こうやって、まとめてみると、言葉にするのは難しく、 

自分の理解度の低さ、未熟さを実感しました。 

 

学んだこと、感じたことを、表現すること。 

表現したことを、相手に伝えること。 

それは、いつも難しく、 

そして、歓びに溢れています。 
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第四部 

パフォーマンス 
 

 

インプロヴァイザーは舞台にいたがる。 

しかし、シーンにはいたがらない。 

違う言い方で言えば、気にしているのは、 

そこにいて、注目を浴びて、みんなの賞賛を受けることだけである。 

（「インプロ教育：即興演劇は創造性を育てるか？」高尾隆） 
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舞台に立つということ 
 

インプロを学び続ける中で、たまに、舞台に立つチャンスがあります。 

年に１，２回くらいですが、怖かった舞台も、今では、ずいぶんと楽しめるようになってきました。 

役者を目指すわけでも、指導者を目指すわけでもなく、それでいて、インプロを学び続けること、 

舞台に立つことは、自分の向かう道をどこに定めるのか、それを探す旅とともにありました。 

 

私は、チャンスがあれば、舞台に上がりますが、「人前に出たい！」という強い欲求はなく、 

いまひとつ、パフォーマンスに関して、どう取り組んでいったらよいのか判らず、今も模索しています。 

臆病で、気の弱い私にとって、インプロは「コミュニケーションのリハビリ」だと思っています。 

舞台に立つことは、毎回「人の中で、人と関わる」コミュニケーションのチャレンジです。 

 

ここでは、インプロを学び、舞台に立つ勇気をくれた言葉をご紹介します。 
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自分の愛してる人たち、自分を愛してる人たちと 

一緒にいなさい。 

でも、嫌いな人たちと一緒にやることも勉強になる。 
 

Rebecca Stockley レベッカ・ストックリー 

 
キース・ジョンストンに師事し、世界中を飛び回る彼女は、私にとって、「インプロ界のお母さん」です。 

レベッカに「苦手な人と、演じなくてはならないとき、どうしたらよいか？」と質問したとき、 

彼女は、丁寧にアドバイスをしてくれ、最後に、こう付け加えてくれました。 

 

愛し、愛される、自分に合った環境にいることは、とても安らぎますし、チャレンジする勇気がもらえます。 

インプロの活動だけでなく、家族・友人関係など、「よりよい関係を続ける」ための大切なお守りです。 
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マスクが大事なのではないし、ソングが大事なのではない。 

勇気が大事なのだ。 

Joshua Raoul Brody ジョシュア・ラウル・ブロディ 

 
インプロミュージシャン・ジャシュアの言葉。とてもシンプルな英語で、とても力強い言葉です。 

原文は「Mask is not important. Song is not important. Brave is important.」 

誰の言葉だったか、「勇気は持つものじゃない、出すもの。」という言葉を聞いたこともあります。 

 

大人になっても、臆病で、泣き虫な私には、毎日が、勇気を出すためのチャレンジです。 

そんな私が、舞台に立つことは不思議ですが、信頼する仲間たちがいて、安心できる場では、 

きっと、誰でも、勇気を出すことができるでしょう。 

いつも、私を支えてくれる、夫や家族、友人たちの存在に感謝しています。 
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舞台の上にいるときは、常にフレッシュであること。 
 

Adam Benjamin アダム・ベンジャミン 

 
アダムはダンサーで、即興演劇のインプロとは、関わりありませんが、即興のダンスを教えています。 

また、障碍のある人や、ダンサーではない人と踊るなどしていて、パフォーマンスについて、 

いろいろと教えてくださいました。 

 

この言葉は、エネルギーがないのなら、舞台に上がるべきではない、という、強い戒めであるとともに、 

エネルギーがないときは、舞台に上がらなくても良いんだ、と、ほっとした一言でもありました。 

 

いつの日か、もっと自発的に「パフォーマンスしたい！見て欲しい！」と思う日が、来るかもしれませんが、 

今は、「仲間たちとともに、パフォーマンスにチャレンジすることが楽しい！」という気持ちです。 
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専門家、門外漢、しろうと、くろうとなんて区別は 

現代芸術にはありません。 

すべての人が、創造者として、芸術革命に参加するのです。 
 

故・岡本太郎 

 
画家の故・岡本太郎さんの「今日の芸術」という著書は、１９５４年に書かれたものです。 

今よりもっと、芸術が、専門家によって作られていた時代だったことと思います。 

「ただの普通の人が、芸術に関わる重要さ」について、たくさんのヒントをいただきました。 

 

私は、インプロを通して、現代芸術の革命に参加しているのだ。 

なんて書くと大仰ですが、それくらい、自分の活動に、大きな意義をいただいたと思います。 
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あなたの芸術作品に、人がいっさい興味を持たなくても、 

前に進んでください。 

Margaret Rogers マーガレット・ロジャース 

 
これは、「オーラの泉」のような、見えない存在からのメッセージを伝えていただくリーディングで、 

私の「魂の目的」についてみていただき、いただいた言葉です。 

内容は、普遍的なことですが、私のためだけに語りかけてくれる。それが、一番嬉しくて、感動しました。 

今でも、録音した内容を、何度も聞きなおし、いつも勇気付けられています。 

 

体験して思ったことは、重要なのは、「本当かどうか」ではなく、「心に響くかどうか」だということ。 

演劇も同じですね。お話が嘘だからって、怒る観客はいませんが、心に響かないと、不満に思います。 

それでも、恐れずに、自分の信じる道を進み、作品を作り続けること。私の弱い心を支えてくれる言葉です。 
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第四部では、パフォーマンスについて考え、 

勇気をくれる言葉たちを、まとめてみました。 

 

ワークショップを通して、たくさんの先生方に学び、 

たくさんの素晴らしい言葉をいただきました。 

彼らと出会い、触れ合い、学びの時間を共有できたこと、 

感謝するとともに、とても幸せに思います。 

 

私が消化できたことは、 

彼らのエッセンスに過ぎないでしょう。 

それでも、これからも学び続けていきます。 

 

そして、学んだことを、世の中にお返しできるように。 

これからも、自分の表現を追及し、探求していきます。 
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おわりのごあいさつ 

 

。。。さて。この旅も、もうすぐ終わりです。 

いかがだったでしょうか？ 

 

自分の言葉でまとめる大変さ、つくづく感じました。 

その分、同じだけ、絵にもエネルギーを注ぎました。 

文字と絵と。左脳も右脳も満たされて、満足です☆ 

 

最後まで、お付き合いくださり、ありがとうございます♪ 

みなさまとの素晴らしい出会いに、心から感謝申し上げます☆ 

 

愛を込めて☆ なかごめ ひろみ 
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付録 
 

 

即興実験学校で行っている各ワークショップのご紹介や、 

ケアとインプロ研究所でご提供しているメニューのご紹介、 

そして、参考にした資料の文献リストと、関連サイトのリストを添付します。 

どうぞ、ご参考になさってください☆ 
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即興実験学校・ワークショップ紹介 
http://www003.upp.so-net.ne.jp/domi/improlabo/ 

 

★ トライアル 

インプロを体験し、楽しむクラスです。私、ひろみが、ファシリテートを担当します。 

初めて参加される方に、即興実験学校の雰囲気を知っていただくため、初回は無料です。 

また、アドバンス参加者の方も、無料でご参加いただけます。 

教えることも学びになりますので、どんどんチャレンジしてくださいね♪ 

 

★ ベーシック 

ストーリー作りを基本軸とした、インプロの基本を学ぶクラスです。 

こちらは、どみんごがファシリテートして、物語の構造を中心軸に学びます。 

クラスの途中に、ＤＶＤを見ながらの映画研究ゼミも行っています。 

インプロについて、じっくり学ぶクラスです。 
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★ アドバンス 

もっと積極的に、即興実験学校で学びたい方向けのクラスです。 

基本的には、どみんごファシリテートで進めますが、即興実験学校で、おなじみの方々が、 

自由気ままに過ごし、それぞれが思い思いに参加し、それぞれの学びを深めます。 

 

★ 提携ワークショップ「座・高円寺」 

２００９年６月より、杉並区の新しい劇場「座・高円寺」にて、 

即興実験学校が、提携ワークショップを行うことになりました。 

詳細は、未定ですが、毎月・第２土曜日の午後に、ワークショップを行う予定です。 

 

★ 出張ワークショップ、レクチャー＆デモ、ショー 

学校や企業、介護の世界など、さまざまな場で、出張ワークショップや、 

レクチャー＆デモ、ショーに、お呼びいただいております。ありがとうございます☆ 

事前に、どみんごの著書を読んで下さる方もおられ、大変ありがたく、嬉しく思います。 
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ケアとインプロ研究所・メニュー紹介 
http://www.cam.hi-ho.ne.jp/hiro_nee/carelabo/ 

 

◇ メールセミナー（無料） 

こちらの２つのメールセミナーをご用意しております☆ 

・生活を楽しみ、セルフケアのための、自分でできる簡単なアートワーク 

・パソコンとのお付き合いを楽しくする、フィーリング・コミュニケーション 

 

◇ ホーム・セッション（対面セッション、ネット・セッション） 

あなたの部屋の状態は、あなたの人生の状態と同じです。 

そして、あなたの部屋の片付け方は、あなたの問題の片付け方と同じです。 

部屋という視点からアプローチして、居心地の良い環境を作り、 

問題を解決して、未来を創造していくお手伝いをいたします。 
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◇ セルフケア・ワーク（対面・ワーク、ネット・ワーク） 

想像力と創造力。人が誰でも持っている、自己を輝かせる力。 

それを活用して、毎日をハッピーに送り、人生を輝かせるために、 

アートワークアプローチで、自分を知りセルフケアする方法をお手伝いします。 

 

◇ 右脳パソコンレッスン（ネット・レッスン、対面可） 

想いをカタチにする、理論を体で学ぶ、右脳アプローチのレッスンです。 

今のスキルに、ほんのちょっと、チャレンジの気持ちをプラスするだけで、 

あなたの「こうしたい！」を、もっとあなたらしくカタチにできます☆ 

 

◇ ケアラボ文庫（無料） 

今回の「インプロノート」のほか、過去の作品をＰＤＦファイルで、ご覧いただけます☆ 

「せんせいのおしごと」「目標の力」「Hiromi's WORD BOOK 2005」 

「ひろみの節約レシピ エコライフのヒント」「エコロジーのはなし」 



 

 

55 

参考文献リスト 
 

■ 図書 

・ インプロ教育：即興演劇は創造性を育てるか？（高尾隆，フィルムアート社，2006） 

・ Impro for Storytellers（Keith Johnstone，Routledge，1999） 

・ Don't be Prepared Theatresports for Teachers（Keith Johnstone，Loose Moose Theatre Company，1994） 

・ 今日の芸術（岡本太郎，知恵の森文庫，1999） 

 

■ 資料 

・ Don't be Prepared 一部訳（A piece of cake メンバー，キース勉強会資料，1998-2000） 

・ 高尾隆の即興哲学（高尾隆，即興実験学校，2001-2007） 

http://www003.upp.so-net.ne.jp/domi/improlabo/labosemi/file/domi-improv-phlsphy100.pdf 

・ 即興実験学校キーワード（藤野裕美（旧姓），インプロ・ゼミナール） 

http://www003.upp.so-net.ne.jp/domi/improlabo/labosemi/keyword.htm 



 

 

56 
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最後に。 

この本を先月亡くなった、ダンス友達の 

みゆみゆさんに捧げます。 
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