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2013 年より、小池博史が 8 カ年計画で取り組んできたのが、聖書の 4 倍の⾧さとも言われる世界三大叙事詩のひと

つ、インドの「マハーバーラタ」完全版舞台化プロジェクト。今までにはイギリスの演出家ピーター・ブルックが 30 年

前に創作した作品があるのみで、その西洋型論理・構造的創作に対し、小池はアジア人による東洋型の感性・感覚的手法

を用いて創作してきました。今までアジアにて延べ 7 カ国 4 部構成で制作を行い、アジア 10 カ国で公演を実施。多くの

賞賛を受けてきました。      
2020 年夏の「完全版マハーバーラタ」はこれまでの集大成となり、「愛の章」「嵐の章」と前後編に分かれ、全６時

間の作品として、なかの ZERO 大ホールにて上演いたします。 

本作品は「東京 2020 NIPPON フェスティバル共催プログラム」に認定され、アジア 6 ヶ国から集まった伝統芸能を

中心としたアーティストたちが、それぞれの土地の言語、演劇、舞踊、多様な身体表現を融合させながら ‘相違の調和’か

ら生まれる豊かさを表現するとともに「平和とはなにか」、また「共生社会のあり方」を提示します。 

 

ご多忙の折りとは存じますが、本公演に関しまして御社のメディア等にてご紹介・ご取材賜りますようお願い申し上げ

ます。 

     
【見どころは？】 

先進的な芸術創造活動 

各国の伝統的な音楽や舞踊スタイルを取り入れ、そ

の全てをまとめ上げつつ、清新な作品とする革新的演

出スタイル。ラップ音楽（イェヌ・下町兄弟）やアニ

メーション（青山健一）、映像（飯名尚人）、現代美

術の旗手・栗林隆による美術等、現代的なテクノロジ

ー、メディアアート的要素、和紙を多用しながら、現

代の観客へ向けて「誰も見たことのない新しい世界」

を作り出します。 

 

「マハーバーラタ」の世界を彩る衣装 

元イッセイミヤケコレクションデザイナー・浜井弘治による華やかでありながら、民族性のある衣装が作品を彩ります。

日本独自の文化の“折り畳む”ことから生じた“畳み皺の美”、そして、ワビサビの様に“時間の経過を封じ込めた独自の美”

という西洋には無い新たな価値をもつ美を表現します。 

小池博史がピータ・ブルック以来 30 年ぶり、世界最長の叙事詩 

「マハーバーラタ」の全篇舞台化！！ 

8 カ年計画「完全版マハーバーラタ」が 2020 年 7 月ついに完結！ 
 



 

 

【出演アーティスト】 
演出・脚本・振付・構成 小池博史  

出演  Lee Swee Keong （マレーシア） 

小谷野哲郎 （日本） 

Danang Pamungkas（インドネシア）  

Moon Moon Singh （インド） 

Ronnarong Khampha （タイ） 

川満香多（沖縄、日本） 

Suryo Purnomo（インドネシア）  

土屋悠太郎（日本）  

Hermawan Sinung Nugroho（インドネシア） 

福島梓（日本） 

Nam Narim （カンボジア） 

小川剛生（日本）  

演奏    下町兄弟（日本） 

大城貴幸（沖縄、日本） 

Yennu Ariendra（インドネシア） 

美術     栗林隆、Timoteus Anggawan Kusno（インドネシア）、Firos Khan（インド）、 

Agung Kurniawan（インドネシア） 

衣装 浜井弘治（日本） 

音楽  Yennu Ariendra（インドネシア）、Chandran Veyattummal（インド）、Saran Suwannachot（タイ）、 

Say Tola（カンボジア）、藤井健介（日本）、下町兄弟（日本）、大城貴幸（沖縄・日本）、 

Peni Candra Rini（インドネシア） 

映像  飯名尚人（日本） 

アニメーション  青山健一（日本） 

仮面 I Wayan Tangguh（インドネシア）、I Made Sutiarka（インドネシア） 

宣伝美術 葛西薫、安藤隆 

 

出演者： 

Lee Swee Keong（マレーシア／舞踏、振付） 

マレーシアでバレエとコンテンポラリーダンスを学び、1995 年に「舞踏」と瞑想

と禅の哲学を融合したマレーシア唯一の「舞踏」カンパニーであるニョバ・カ

ン・ダンスカンパニーを設立した。世界の様々なフェスティバルプログラムに招

待されるなど、世界各地で演じることで新たな境地を開き続けている。マハーバ

ーラタシリーズは第 1 章から第 4 章まで全篇に出演。 

 

 

 



 

小谷野哲郎（日本／バリ舞踊） 

東海大学音楽学課程在学中よりサウンドスケープ研究の傍らバリ舞踊を始める

1995 年よりインドネシア政府給費留学生としてインドネシア国立芸術高等学院に

留学。学外でも現代バリ舞踊界最高の舞踊家達に師事し、舞踊技術と同時に精神

的哲学的影響も強く受ける。マハーバーラタシリーズは第 1 章から第 4 章までの全

篇に出演。 

 

 

Danang Pamungkas（インドネシア／インドネシア伝統舞踊、コンテンポラリーダ

ンス）  インドネシアスラカルタ芸術大学卒業。伝統舞踊を追求し、マンクヌガラ

ン宮殿でマンクヌガラン伝統舞踊を学ぶ。Claud Gate Dance Theater 台湾の団員と

して活躍。2016 年、ウィーン・オーストリア教育省主催の Kultur Kontact 奨学レ

ジデンシープログラム、Asian Cultural Council のアメリカ・ニューヨークでの奨

学プログラムに選ばれる。現在はスラカルタの Dan's Dance Studio でダンサーと

振付けとして活躍中。 

 

 

Moon Moon Singh（インド／インド古典舞踊、俳優、演出） 

俳優・ダンサー・演出家。デリーの国立演劇大学卒業。パラタナティアム、カタック、

バレエやジャズを学び、リズムや体動態の基礎を学ぶ。インドの若手の中で最も注目を

集めるパフォーマーの一人で、彼女のユニークで繊細なキャラクター描写は高い評価を

得ている。これまで映画やテレビへの出演も多く、2011 年にはハムレットとイェルマに

基づくパフォーマンスを発表し、各界で称賛された。 

 

 

Ronnarong Khampha（タイ／タイ舞踊、コンテンポラリーダンス、振付） 

2005 年チェンマイ大学タイ芸術専攻卒業。 

北部ランナー地方の舞踊を基盤に、コンテンポラリーダンスにも焦点を当てて活動。

2006 年から 2008 年はインドネシアのソロにてジャワ舞踊とバリ舞踊を学び、2010 年に

は 6 ヶ月京都にて能楽を学ぶ。世界中のフェスティバルに出演。さまざまな国々のアー

ティストと共演多数。 

 

 

川満香多（日本／琉球舞踊） 

琉球舞踊穂花会・宮古舞踊んまてぃだの会教師。亀浜律子氏、亀浜美智子氏に師事。 

国立劇場おきなわを中心に琉球舞踊の公演に多数出演するほか、国立劇場で歌舞伎女形

の人間国宝・坂東玉三郎さんと共演するなど活躍中。 

 

 

Suryo Purnomo（インドネシア／インドネシア伝統舞踊、エアリアル、ファイヤーダンス） 

2003 年ジョグジャカルタにてダンサー、振付師の活動を開始。伝統的舞踊やエアリアル、

ファイヤーダンス、アクロバティックの技術を生かし、数多くのプロジェクトや共同作業に

参加する。インターナショナルダンス/フェスティバル公演などで国際的にも活動している。

現在バリ島にて行われている Devdan Show のスターダンサー。 

 

 



 

 

土屋悠太郎（日本／タイ古典舞踊、剣舞） 

2002 年にタイのチェンマイに留学し、北部タイ・ランナー地方の伝統舞踊フォンジ

ューン、剣舞フォンダープを習得。人間国宝らに指導を受け、現地で多くの作品に

出演。2012 年、師匠から Siri Mongkol Skana という名前を授かる。 

 

 

Hermawan Sinung Nugroho （インドネシア／ジャワ伝統舞踊）  

ジョグジャカルタのインドネシア芸術高等学校（SMKI)にてダンス講師として教鞭をと

る 。 ジ ョ グ ジ ャ カ ル タ を 代 表 す る 芸 術 セ ン タ ー Padepokan Seni Bagong 

Kussudiardjo(PSBK)や地域で催される様々なダンス、舞台芸術イベント(Jagongan 

Wagen)で活躍している。UNESCO 世界遺産プランバナン寺院で披露される伝統舞踊団

Ramayana Balet のダンサー。 

 

 

福島梓（日本／俳優、バレエ、コンテンポラリー） 

3 歳よりバレエを始めボリショイバレエ学校教授陣らに師事。埼玉全国舞踊コンクール

朝日新聞社賞受賞。桐朋学園芸術短期大学専攻科演劇専攻修了。現在はフリーの俳優、

ダンサーとして NODA・MAP 作品、福田善之作品、スズキ拓朗作品、TV-CM、アーテ

ィストの PV 等、様々なジャンルで活動。 

 

 

Nam Narim（カンボジア／カンボジア古典舞踊） 

カンボジア伝統舞踊の家系に産まれ、９歳でカンボジア舞踊を始める。 2004 年プノン

ペン王立芸術大学卒業。2009 年韓国芸術総合学校大学院修士課程終了。現在カンボジア

文化芸術省公演芸術局の国立劇団の一員として活躍中。プノンペンでコンテンポラリー

ダンスを牽引するアムリタ・パフォーミング・アーツの一員。カンボジアンコンテンポ

ラリーダンス、CRACK は 2012ZKB Patronage Prize をスイスチューリッヒにて受賞。 

 

 

小川剛生（日本／俳優） 

1997 年より日欧舞台芸術交流会の海外公演に出演。 1997 年よりギリシャ、イギリス、

フランス、イタリア、ノルウェー、ルーマニア、オーストリア、ハンガリー、ブルガリ

ア、ブラジル、インド各国での公演に出演。 近年では、2017 年「ぞんぞろり」、2019 

年「アインシュタインの休日」に出演。 舞台のほか、映画・テレビ・吹き替えなど幅広

く活動中。 

 

 

音楽（作曲）： 

Chandran Veyattummal （インド／作曲家） 

劇場作品への提供が多く、近年では映画音楽も数多く作曲している。映画音楽で Kerala State Film Award を受賞。

2004 年には 5 ヵ国のコラボレーションによるマルチメディア演劇作品「物語の記憶」（国際交流基金）に参加するな

ど、国際的に活躍している。 

 

 

 



 

 

音楽（作曲）＆演奏： 

Yennu Ariendra（インドネシア／作曲家・ギタリスト） 

イ ン ド ネ シ ア 、 ジ ャ ワ 島 生 ま れ の 作 曲 家 。 劇 団 テ ア タ ー ガ ラ シ （ Garasi Performance 

Institute）、ロックバンド Melancholic Bitch、実験集団サウンドラボ WYST で活動。インドネシ

アの伝統的価値観に止まらず、音楽、ダンス、パフォーマンス、ビジュアル、そして儀式に至る

までさまざまな要素を取り入れ、社会的・歴史的な文脈によって現代的な形でそれらを再現する

作風を持つ。 

 

下町兄弟 （日本／ラップ、パーカッション） 

プロデュース、ソングライト、作詞、アレンジ、Remix 等、数多くのアーティストの作品に関わ

る。ラッパー、ジャンベプレイヤーとしても多くのライブミュージシャンのサポートや舞台での演

奏も行なっている。             

 

大城貴幸 （日本／三線・胡弓・歌） 

沖縄県出身、エイサーの地謡をしていた父親の影響で三線をはじめる。現在は琉球古典音楽安冨祖

流絃聲会三線師範、笛教師、伝統組踊保存会三線伝承者であり、国立劇場沖縄をはじめ県内外で琉

球古典音楽家として活動する。 

 

美術： 

 栗林隆（日本／美術） 

大学卒業後渡独、2002 年ドイツ デュッセルドルフ・クンスト

アカデミー修了。十和田市現代美術館(2012)、インドネシア・

ジョグジャカルタの Ark Galerie（2017）にて個展開催他、国

内外のプロジェクトに多数参加。 2017 年に小池博史ブリッジ

プロジェクト『世界会議』で初の舞台美術を担当。十和田市現

代美術館にはインスタレーション「ザンプランド」が恒久展示

されている。武蔵野美術大学客員教授。インドネシア ジョグジ

ャカルタ在住。 

 

仮面： 

I Wayan Tangguh  （インドネシア／仮面製作）  *故人 

インドネシア・バリ島の伝統仮面製作職人。数千年続くバリ島の仮面を守りながら、様々な著名アーティストた

ちからも新たな製作の依頼を受けている。現在は息子であり仮面作家の I Made Sutiarka が受け継いでいる。 

 

衣装： 

浜井弘治（日本／衣装デザイナー） 

 第 61 回装苑賞受賞。文化服装学院アパレルデザイン科卒業。株式会社三宅デザイン事務所に服飾デザイナーとして入

社。インターナショナル・テキスタイルデザインコンテスト「ファッション振興財団賞」受賞を機に独立。2006 年に

「株式会社うるとらはまいデザイン事務所」を設立。パパ・タラフマラ、小池博史ブリッジプロジェクト作品の衣装を

多数手がける。 

 

映像： 

飯名尚人（日本／映像作家、演出家） 

映像作家、演出家。舞台とメディアのための組織 Dance and Media Japan を設立後、メディアテクノロジーとダンスを

中心に、海外からメディアアーティストの招聘プロジェクトを多数行う。 



 

 

アニメーション： 

青山健一（日本／美術家） 

1995 年、画家として活動をはじめる。ギャラリー、廃ビル、ライブハウス、劇場、屋外など様々な空間で作品を発

表。97 年よりジャズ・オーケストラ「渋さ知らズ」に美術、映像メンバーとして参加。2012 年、絵本「あした、せか

いが」（文：三角みづ紀）を上梓。  

 

代表者のことば 

「マハーバーラタ」は古代の話ですが、現在の状況と相似形に見えます。そこで多様なアジアの伝統芸能を用いながら

混ぜあわせ、ここでしか生み出せない新たな形を示します。つまり「相違から生まれた調和の形」で、それは今後の世

界を考えるとき、避けては通れない「共有する場の意識」と言っていいでしょう。テクノロジーが発達し、気候変動等

が叫ばれる今、私たちは意識して現状況と対峙する必要があります。本作品はそのひとつの形です。 

 
【代表者】   

小池博史（脚本・演出・振付） 

演出家・作家・振付家・「舞台芸術の学校」代表。武蔵野美術大学空間演出デザイン学科
教授（2020 年 4 月～） 

茨城県日立市生まれ。一橋大学卒業。1982 年パフォーミングアーツグループ『パパ・タラ
フマラ』設立。以降、全 55 作品の作・演出・振付を手掛け、世界を駆け巡る。2012 年 5
月解散。その後すぐに『小池博史ブリッジプロジェクト』を立ち上げ、アジア各地で 19
作品を制作。演劇・舞踊・美術・音楽等のジャンルを超えた作品群をパパ・タラフマラ時
代から現在まで 10 ヶ国にて制作、40 カ国以上で上演。海外アーティストとの作品制作や
プロデュース作品の制作、プロ対象・市民対象のワークショップを数多く実施。雑誌への
寄稿も多い。97～04 年つくば舞台芸術監督、アジア舞台芸術家フォーラム委員⾧、国際交

流基金特定寄付金審議委員（05～11 年）等、様々な審議員、審査員等を歴任。著書として「ロンググッドバイ～
パパ・タラフマラとその時代」（2011 年、青幻舎刊）、「からだのこえをきく」（2013 年、新潮社刊）、「新・
舞台芸術論-21 世紀風姿花伝」（2017 年、水声社刊）、「夜と言葉と世界の果てへの旅―小池博史作品集」（2018
年、水声社）。毎月１回、メールマガジンを発行中。 

 
【上演日時】（開場は開演の 30 分前より／各章 3 時間の予定） 
2020 年 7 月 4 日（土） 「愛の章」12:00 開演、「嵐の章」18:00 開演  

2020 年 7 月 5 日（日） 「愛の章」12:00 開演、「嵐の章」18:00 開演 

2020 年 7 月 6 日（月） 「愛の章」18:00 開演  

2020 年 7 月 7 日（火） 「嵐の章」14:00 開演 
 
【上演会場】 

なかの ZERO 大ホール 
住所：東京都中野区中野 2-9-7／電話：03-5340-5000 
アクセス：中央本線「中野駅」南口から徒歩 7 分 
 
【チケット情報】 
・愛の章・嵐の章ー通し 前売券（各回、当日券は 1,000 円増し） 
S 席：16,000 円／A 席：12,000 円／B 席：8,000 円／ 
アーティスト割（B 席のみ）：7,000 円／ 学生（B 席のみ）：6,000 円  
 
・各章単独公演 前売券（各席、当日券は 500 円増し） 
S 席：9,000 円／A 席：7,000 円／B 席：4,500 円 
 
※A、B 席はこども割（3 歳～小学生））：A、B 席より 2,500 円引き 
※チケットの発売開始は 4 月 1 日予定 



 

【公式ウェブサイト】 
HP：https://mb2020.info/ 
Instagram：@kikh_mb（漫画版マハーバーラタ） 
 

 

主催 「完全版マハーバーラタ」実行委員会 

共催 公益財団法人東京オリンピック･パラリンピック競技大会組織委員会 

公益財団法人セゾン文化財団   

なかの ZERO ホール 

助成         公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京 

芸術文化振興会 *2020 年度申請中 

Asian Cultural Council  *2020 年度申請中 

東京倶楽部  *2020 年度申請中 

協力      Nyoba Kan、株式会社サイ、小池博史ブリッジプロジェクト  

応援     インド大使館 

後援        カンボジア大使館、インドネシア大使館、タイ大使館、中野区 

 

 

アレックス・カー氏（東洋文化研究家）の寄稿  
小池さんは強烈な情感と優雅かつスピーデ

ィーな振り付けにより、難解な部分を超

越、直に観客に「マハーバーラタ」の真髄

を伝えてきます。そしてアジア 6 ヶ国の優

れた俳優、舞踊家の才能と技術を絶妙に調

和させ 、奇妙な、美しいタペストリーを

織りあげるのです。今後、遠い未来まで、

この「マハーバーラタ」を超える作品は生

まれないかも知れません。稀にみる傑作だ

と思います。 
 

【アレックス・カー（Alex Kerr）】 

1952 年アメリカ生まれ。イェール大学で日本学を専攻。東洋文化研究家。作家。 

1971 年に四国の東祖谷村に茅葺きの古民家（屋号＝ちいおり）を購入。京都亀岡の矢田天満宮境内に移築された 400 

年前の尼寺を改修して住居とし、そこを拠点に日本各地をまわり、昔の美しさが残る日本各地の景観を観光に役立て

るためのプロデュースを行っている。著書『美しき日本の残像』（新潮社刊）が外国人初の新潮学芸賞を受賞。ま

た、『観光亡国論』（2019 年、中央公論新社刊）ではオーバーツーリズムの弊害を説く。著書多数。 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本件に関するお問合せ先】 

「完全版マハーバーラタ」実行委員会／SuperTheater 小池博史ブリッジプロジェクト  

〒165-0026 東京都中野区新井 1-1-5 1F ／Tel.03-3385-2066／Fax.03-3319-3178  

Email: sai@kikh.com（担当：穂坂） 

団体 HP：http://kikh.com  

Facebook：https://www.facebook.com/kikhproject/ 

Twitter：@kikhproject ／Instagram：@kikhbridgeproject , @kikh_mb（漫画版マハーバーラタ） 


