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下北沢と言えば、言わずと知れた演

きないのはもったいない」と、なんと本

氏の人生を決定づけるのですが、まだ、

劇の街。私の世代は、みな「シモキタ」

多氏は、その演目を刑務所で受刑者に

本多氏の人生は、
「下北沢」にも「劇場

と愛着を込めて呼ぶ演劇が好きな人に

向けて上演しようと提案します。高校

経営」にも結び付きません。

とっては特別な街です。しかし、その街

生が「刑務所に慰問に行く」というアイ

がある一人の男性の強い〝思い〟によっ

デアを思いつくことも凄いのですが、

劇研究所に入って 2 年後に新東宝の

て『演劇の街』となったことを多くの

それを実行するなんて前例がないこと

ニューフェイスに合格します。それは、

人は知らないと思いますし、私もその

で、その慰問は地方新聞に取り上げら

約束されたスター街道に思われました

一人でした。その男性こそ、下北沢の

れるほどの話題になります。

が、会社は経営悪化で倒産してしまい

ランドマークにして演劇の聖地「本多

本多氏のプロデューサー的センスは、

本多氏の人生は驚きの連続で、演

ます。しかし、北海道で最初のスター候

劇場」のほか 8 つの劇場を下北沢に開

すでにこの頃にはその片鱗を覗かせて

補生として華々しく送り出された手前、

場、運営している個人劇場主・本多一

いたのです。

このまま故郷には帰れない。本多氏 25
歳、
「人生で最もつらかったとき」でし

夫氏。この本は、本多氏がいかにして

高校卒業後、少しの間、近所の家具

下北沢でいくつもの劇場を作り、下北

店で働くなどするものの、再び導かれ

沢を演劇の街にしていったかを綴る貴

るように演劇の道に戻ります。北海道

しかし、この先、どうやって食べてい

重な記録です。

放送の演劇研究所に所属して頭角を現

けばいいのかと悩む本多氏に、下北沢

た。

本多氏は、1934 年（昭和 9 年）に北海

し始めていた本多氏は、素晴らしい師

にある行きつけの定食屋のおばちゃん

道・札幌で生まれました。生家は履物

と出会います。それは、この研究所の講

が声をかけます。自分は年でもう引退

店を営み、当時としては珍しい一人っ

師をしていた長光太（ちょう・こうた）

するからここでバーをやりなさい、あ

子。そんな幼い本多氏に演劇との出会

という演出家であり脚本家であり詩人

んたにこの店を貸してあげると。これ

いが訪れます。近所に日本人でクリス

であり、演劇専門誌「テアトロ」の編集

が、本多氏が下北沢に足を踏み入れた

チャンの若夫婦が住んでいて、日曜日

長もしていたという人でした。本多氏

第一歩、飲食店経営で大当たりする

に日曜学校を開いており、本多少年も

は、長先生のもと稽古に励みます。そし

きっかけでした。本多氏の店は、北沢典

そこに参加していました。ほかの子ど

て、先生から役者にとって「信頼と誠

子や原知佐子、三ツ矢歌子など俳優時

もたちとクリスマス劇を演じたのが最

実と真実」がいかに大切かを学びます。

代の同期の女優たちが店に頻繁に来て
くれたことで、
「女優が来る店」として

初の演劇体験だったそうです。何故だ

〝役者は役に誠実でないとお客さんに

かそのクリスマス劇のセリフが気に

信頼してもらえない。演技が真実に見

評判になり、毎年、2、3 軒ずつ店を増や

入って、ガキ大将だった本多少年は、近

えない ――〟

して、15 年で店を 50 軒出すほど大繁

所の子どもを集めて芝居ごっこを始め

その言葉を胸に若き日の本多氏は稽

盛します。さらに、マンションを 2 棟、

ます。その後、太平洋戦争が 6 年続き、

古を重ねるものの、いざ上演しようと

土地も次々と買い、類まれな商才を武

その後、新制中学校の第1期生になっ

思ってもその場所、劇場がない。長先生

器に、1955 年からの好景気の勢いにも

た本多氏は、中学の文化祭でさらに芝

は、
「どんなに小さくてもいいから、自

押され、本多氏は実業家として大成功

居の魅力に取りつかれ、高校では演劇

分たちの作った芝居を自由に上演でき

するのです。

部に入ります。文化祭で阿木翁助の『長

る板（舞台）がほしい」
「自分たちの板

女』という戯曲を演出し、文化祭で発

があれば」と何度も言っていました。

表。しかし、
「文化祭の1回しか上演で
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のちに、この長先生の言葉が、本多
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そして、この頃になって、ようやく本
多氏と「劇場経営」が繋がっていきま
す。下北沢の駅前の銭湯の跡地が売り

に出され、その土地を購入した本多氏

水よけのシートを全部張り替えたス

氏はというと、役者たちが違和感なく

は飲食店の事業を人に譲り、家賃収入

タッフたちを「演劇人の責任感ってす

気持ち良く演じられるようにと、自分

だけにして、そこに劇場を作って経営

ごいもんだ」と称えるのです。本多氏

は決してでしゃばらず、でも、しっかり

をすることに決めるのです。これがの

の演劇への愛情と懐の深さが並ではな

と役者と舞台を支えているのです。文

ちの本多劇場です。
「どんなに小さくて

いからこそ、こんな〝伝説〟が伝えられ

中で、柄本明氏は、
「本多さんという人

もいいから、自分たちの作った芝居を

ているのだと思います。その後、
「空い

に、何かお芝居の神様みたいなものが

自由に上演できる板（舞台）がほしい」

ている不動産物件を劇場として再生さ

ついてるんですかね」と言っています。

せる」という手法で改築を次々と行っ

だからこそ、多くの人が本多氏の劇場

「自分たちの板があれば」――
実業家となっても、本多氏の心の奥

て、本多氏は下北沢に劇場を増やして

に、そして下北沢に引き寄せられてい

底には北海道時代の恩師、長先生のこ

いきます。しかし、それは大劇場ではな

るのだろうと思うのです。最後には、本

の言葉が残っていたのです。
「芝居が好

く、キャパ 160 の小劇場や、キャパ 100

多氏のご子息であり、本多劇場グルー

きだ」という自分の心に従って、自由に

に満たないもっと規模の小さな天井が

プの総支配人、系列のメンテナンス会

なるお金がある今、劇場を作ることこ

低く通常では劇場には適さないような

社の代表取締役である本多愼一郎氏の

そ、先生から学んだ自分にとっての「信

物件。しかし、その分、値段を下げる。

証言も掲載されています。系列劇場の

「そんなに小さい劇場を作ったって

メンテナンスを一手に引き受ける愼一

頼と誠実と真実」なのではないかと。
そして、本多氏は実業家として大成

借りる人はいない」という周囲の声を

郎氏の言葉からは、父への尊敬と、自

功しているのに、その事業を手放して

よそに、いざフタを開けてみたら、すぐ

分たちの劇場を自分たちの手で守って

劇場を作ることに決めるのです。
「舞

に小さな劇場も予約で埋まる。若い人

いこうとする静かにして強い決意が感

台袖を広くしてほしい」
「タッパは必要

でも手が届く、そんな劇場が必要とさ

じられます。

だ」など、昔の演劇人仲間たちからの

れていることを、
かつて役者であり、
「自

そして、そこには、本多氏の劇場で

要望を反映するために、土地の買い増

分たちの板がほしい」と切実に願った

公演をする演劇人すべてへの尊敬と愛

しに奔走するなど幾多の困難を乗り越

本多氏だからこそ、固定概念を捨てて、

情があるのです。

えて、1982 年11月3 日、本多氏は下北

本当の意味で演劇人の立場に立った劇

「うちの劇場を使ってくださる方が

沢の駅前に本多劇場を開場しました。

場作りができたのだろうと思います。

少しでも使いやすくなったと感じてく

さらに、それに先んじて稽古場だった

本多氏が演劇でお金儲けをしようとし

ださるためにはどうするべきか。各劇

場所に、本多劇場よりキャパの小さい

ていないことは、この本を読んでいる

場とも個性が違いますから、それを考

劇場「ザ・スズナリ」を作ったのです。

と自然と伝わってくる。ただ、演劇が好

えるのが自分の一番の仕事だと思って

こけら落とし公演は、本多劇場プロ

きで、演劇をやりたい人にその場所を

います」と、愼一郎氏。舞台に対する真

デュースとして『秘密の花園』
（作・演

提供したい。その一心で、一つまた一つ

摯で謙虚な姿勢は、父の本多氏と共通

出：唐十郎、主演：緑魔子、柄本明、

と劇場を作っていることがわかる。本

しているように感じます。

清水紘治）
、
『そして誰もいなくなった』

多氏は、実業家として成功してお金が

世の中に潤沢にお金があるわけでは

（作：別役実、演出：藤原新平、主演：

あった。だから、劇場を沢山作ること

ない時代、本書でも語られているよう

夏桂子、中村伸郎、
『イカルガの祭り』

ができたのでしょうか？ 確かにお金

に国立、公立の劇場が増えていく中で、

（作・演出：斉藤憐、主演：吉田日出子、

は必要ですが、それだけでは無理だと

演劇の聖地・下北沢といえども劇場を

草野大悟）の 3 本を行い、成功を収めま

思います。演劇に関わるすべての人を

運営していくことは大変な苦労がある

した。しかし、このとき、
『秘密の花園』

想う本多氏の真っ直ぐな信念がなけれ

と思います。でも、8 0 歳をこえ、再び舞

の公演中に大量の水を使ったことで、

ば、どんなにお金があってもここまで

台復帰も果たした本多氏のバイタリ

下の階まで水漏れしてしまうアクシデ

の成功を遂げることはできなかったで

ティーと、しっかりと父を支える愼一郎

ントが起きるのです。本多氏が、そのこ

しょう。本多氏の人となりは、最後の章

氏、本多劇場に特別な想いを抱く演劇

とについてなにひとつ咎めなかったこ

に綴られている演劇界の重鎮、スター

人たちの言葉には、未来への光と希望

とは、今でも語り草になっているそう

たちの「証言」によって語られていま

を感じます。これぞ、信念をもって行動

です。このエピソードにも、本多氏の

す。柄本明氏、加藤健一氏、野田秀樹氏、

するカッコいい男の生きざま！演劇に

「役者が自由にやれる舞台を」という信

流山児祥氏、古田新太氏、ケラリーノ・

関わる方は必見、オススメの一冊で

念が見えるように感じます。
「自由に

サンドロヴィッチ氏、宮藤官九郎氏、賀

す。

やってくれ」と言ってもトラブルがあ

来賢人氏、みんな本多劇場やザ・スズ

れば、文句を言うのが普通だが、本多氏

ナリをはじめとする本多氏の劇場を愛

に至っては、その後、翌日の公演までに

している演劇人たちです。一方、本多
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