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美弥子は夢を見た靡

暴威【動感‡葦減衰臥お墟頭蓋象賭
事の語端は奴．

大量欄の輔こ押し込めちか

琵瞥‡芸いた0

このあたしを救い出してくれたのは、魔法使いミラクルタカマツ。
「びびでばびでぶ一。ぐえ。」
と杖を一振り、私のぼろぼろの服が一瞬でドレスに。
カリノが馬にミルクが馬車に。
よっしや。と開口一番、城に乗り込むあたし。
「ただし、12時までに帰るのだ−」

軽く無視。
目指すは王子。玉の輿。スポットライト。
どこじやどこじや。

王子をめがけて階段を2段飛ばしで駆け上がる。
ええい歩きにくい。
何せ、ガラスの靴のサイズが合わない。ちょっと小さい。
ガラスだからかかとが踏めない。
負荷にプルプルする自慢のふくらはぎ。
靴を脱ぎ捨てる美弥子。

リフレインするコケシの声。
「だませ。」
弥子は押し寄せる尿意を一掃すべく
ポロポロの靴ををつつかけ、便所へと向かった（共同）
かガラスの

⑳じゃん0
戯 轟だ鼻露和詳〆環筍

欝等、熱雲諏軍覿券麿を濁眉凱死んでるら（静岡弁）』よ。−

■主宰・竹田哲士インタビュー
今回の職業欄俳優は、どんなお話？
竹田「まあ、見たまんまですね。職業欄に俳優と書いてしまうような人の
話です。ただ内容は俳優さんにだけ言えることではないんです。俳
優じゃなくても誰でもやってる、俳優的なこと。」
最初に思いついたのは？
竹田「ライ●カードのCMで、窪塚洋介を見てふと思ったんです。」
なにを？
竹田「彼が『俳優って職業は…』と呟くのを聞いて、『そうか。職業か。
職業なんだコレ。』と。それでC址が終わってしまいそうだったので
、彼に向かって『おい何なんだよ気になるじゃないか』と尋ねたん
ですが、彼はこっちに向かってピースしかしてくれないんですね。
いわゆるコミュニケーション不全という奴です。腹が立ちますね。
」

？？？テレビだろ！

竹田「ま、それはそれとして∴俳優って特別な存在だと思われがちですよ
ね。しかし実際はあらゆる職業の中で最もそんな要素を誰もが持っ
ている、そんな仕事だと患いますぬ。ゴ
この職業はどんなもの？
竹田「もちろん『演じる』ということ、それに尽きますね。」
ふむ溢む。
竹田「わりと誰もが私生活で嘘はつくでしょう。嘘はつかないとしても黙
っていることがあったり、隠している事とか。そしてそれが気付か
れたりすると−騒ぎ。」
シチュニ仁一ション（状況）だ。

竹田「そう、シチュエーションが生まれます。で、実際はそんなもの何処
にでも転がっていて。例えばウチの隣にも転が
たね。ウ
チのアパートの隣の部轟っ もう毎日声がう
聞いて思った。ちなみに今は2人と
す。」

今回の見

はなんでしょう。

たら︑かなりの状況が錯綜するだろうなあと︒

人と人の関係性を、一幕に詰め込め

です（笑）。」

竹田

電夏ポルノですね。」
下品なネタはあったけどエロはなかった

∵∵∴∵ブス＿−。

はないエロチシズム。見た削こどう のとかではな
柊したり触れまくったり丸裸になったり

竹田「いわゆる同棲カップルだったらしい
覗いてやりました。」

ことではない。喩えるなら、男女の手や脱が

覗き？！

竹田「覗きって言うか、ベランダ越しに
（ベランダを見る）いやいやい

間にピッとくる、そんなェロです8合コンの時

竹田「だからそれを乗り越えて顔を覗かせてやり
ベランダに突然見知らぬ人の顔。」

見るのは表面的なェロです。触るのももちろん表

ラで両隣に女の子が座っちゃうエロです。J

いう状況になっていくということ自体

・・何を言ってるんですか私は？おか

アンタとんでもない人だね。
竹田「しかも窓越しに輪ゴム飛ばしてやり
本当にとんでもない人だなI法に触れ
竹田「さて問題です。私は本当にやった

なキャラが出てくるし、日常生活のある一目を切

から、エロどころか他人だから見てみたい部分や
もない部分とか、いろいろ出てくるわけで。ただ
するのではなく、その渦中にいる人たちの関係と
てキーワードみたいで嫌ですねえ、状況とかね。
ただきたい。」

い。」
▼・し巨

「ご想像にお任せします。」
竹田rそしてしばらくして気が付いてみる
でいないみたいなんです。追い出
（玄関を見てくる）・‥本当だ。イン
プすらついてない。
竹田「ま、とにかくもう連日物凄く騒
話の内容が判るほど。痴話ゲン
で、美はコレを芝居にしてみる

なにないよ。うそうそお一。」

だからって暴飲暴食は控えましょう。」

人。彼氏と彼女と、私。三人芝
ああ、なるほど。

竹田「痴話ゲンカだけでも
る人が舞台上に出てくることによって、また一つ状況というものが
増える。ケンカしてる2人だけでなく、それに目をやる九がいる。
これで二人だけの問題が外にも向き、関係性がダンと増す。J
お一、本当に内容につながった。無駄話じゃなかったのカ㌔
竹田「当たり前ですよ。貴方何しに来てるんですか（笑）。今回は一番の
テーマが『嘘』ですからね。人と人の関係性を、一幕に詰め込めた
ら、かなりの状況が錯綜するだろうなあと。」
それでシチュエーションコメディ？

竹田 「まあそれもありますね。もともとシチュエーションコメディをやり
たい人なんですよ私は。でもなんだろう、電夏は実はちゃんとした
、然としたシチュエーションコメディはやったことがないのです。
去年の夏のオムニバスの1本『三人姉妹ソプリ』が一番近かったと
いえば近かったんですけど、それさえも違いますからね。」
ふむふむ。
竹田「あと、今回はコント形式にしようかと思っていたんですが、それは
番外編で5月にやってしまったし、次回は『performen弐』が控えて

いる。じゃあ、ここしかないな、とも居ったんです。」

よ。

まあさっき言ったまんまですね。お芝居ですから、一見ありえない。あり
えないけれども、そこでの問い詰める、ごまかす、嘘をつくといった色々
な状況やコミュニケーションは、どれも見たことあるものかもじれ酎、。

そんな憫係性」が辞め込まれた中で起きる笑いを楽しんでいただければ
と思います。」
有難うございました。

以上、8月某日、池尻大橋にて。

聞き手：村上朋弘

竹田哲士（Takeda TetsuJl）

1977年6月6日生まれ。電動夏子安置システム主宰。
慶応大学中退後、2000年6月、自らが中心となり同劇団を立ち上げる。
第1回公演「丸の内MENTHOL」以降、全ての本公演の脚本・演出を手がける。
現在既に次回作『performen弐』の構想に着手。
ホームページにてエッセイ『週刊シュサイ』が公開中。

電動夏子安置システム

オフィシャルHP

http・／／dna−SyStem COOl neJp

ーん。そうい

うの困るんだよねえ。ぶっ

どころとかそういうのよく判んないんで

多分老人なのは、確か。あたりまえかあ。

一老人役は前にやったことある？
＼んじゃないですかね。中年くらいまで？こういうのって若い人がやるとまず見た感じだけでも
があるので、手こずりますね。24歳の老人バージョンを演じてやろうかなと。24歳がやるから

は、それなりのらしさを演じてみようと。実年齢が近ければそのほうが良く見えるとは思うが、
んな自分が出来ることを。やればやるほど意識してしまうので、努力しているところですが。
一今回の公演で何かほかに意識していることは？

古後仕事が多いので、必ず人の家（劇団員）で勝手にシャワーを浴びています。浴びてない日はほ
んど無いでしょう。

ね。あと2本あるけど、どう

こ何も出来ず、反省しています。

つかく6月何

夏は、どうだ
のと似ていた

言うか違う感

自いね。い湊までの本だと役柄のポジションが台本になんとなく
と決まっていてやり易かった。
当とか、役者のポジションが決まってきたり今回は役者同士のせめぎ合い
て聞いてて伝わるのかなこれ。

家出る時間を気にせず肇嶺られる。あのねウチは稽古場から違いから早く起きないといけないの。
時間かかるのね。バイトが夜中だから、稽古・バイト・稽古・バイトで2、3日帰らない日も多
のね。ノそんな時は朝から数日分身支度してる。シャワー浴びたあとの着替えとか。一回10時から

一一二年上の奉訝生、倭でどんなや

．∴．・∴
∴ ．￣ −∵∵

事を考えられる人。普段から子供
・あ、ワインが似合う人（笑）。
でさえなければ。なんて言うかダマサレ
何でですかね一、本当に（怒）

・こ∵∴
的な判り方や本番までにはそう

三田早紀子

Q2公演の後の楽しみは何でサー
海に行きたいんですけどね。薫
りで行ってみたいなと。しかし

そうなんです0原警？可警繁

由紀子
脇役俳優の妻な女

ので、一人でブイーンと。日帰

は海がないので、休みじゃなきや行けなさ
動するのに愛用してますね。

Q3夏とも、うと乳∴∴粛

む 跳び箱の上に座っていたらバレーボール
を飛ばされ頭にあたって。てづ盤面に落
ち悪いっすよ一。あの角度は人間の

その後はそれど士ろじゃない。で、応急手当で体格のいいお爽箭きその腕を掴んでグイッと引
つ張るわけですよ。あー、泣き叫んでた記憶しかないっすな。

麗は‥・えーとですね。一般的ではない、特異な性癖、と言うか精神状態を持っている。例えば
PTSD（外傷後ストレス障害）とかGID（性同一性障害）では無いけれど。んで、それと上帯に付き合え
ている。ただ、もちろん他の人から変に見られるのが気にはなっていて、だけどゲイの人が自分が
ゲイであることをカミングアウトして、それとともに生活しているくらい付き
仕事にも満足している。AVは天職だと思っている。だからこそ倉本さんの感じ 誉墓誌是箋芸妄言
入らない。普段はそういう自分を受け入れている。が、侮辱されるとカテンとくるこ一巻とはね−、
人懐っこいかな。
−思いついたのは？
AV女優と言う仕事をしている人にはそれな り鱒由があ ると息うんです卓 もともと女としてこの職
業には興味があったんです。やってみよう と感鮭や壕 で、∴前々からどんな気持ちで始めるのか、
とか考えていて。台本読んでいたら、麓は慶ぶとなて驚うなのかなと。

渡辺美弥子

岸

単体AV女優な女

負の力が報ってるところとか。宇佐美は、それ
いく、と言うか仕掛けていくタイプ。普段の
は計画的な奴だな、と。口では言わない
じゃなく見せるのも、狙ってるとか。

り、液晶モニターで画面見
タイプ。こないだ役者と
で会話したり。
転、＿

＋、′払．＿

ないですわ（笑）。
そりゃ忙しいわ。

Q3．夏というと何を思い出しますか？
あれですよ。まだ出てきて間もないんで東春め衰なんてまだ4回眉ですから。俺はいっつも東京の
3年前の夏は欧州に行ってて、そのまま誕生
猛暑から逃げる気満々ですから。あと、線で
日迎えたのが凄いですな。
♂ジ
ーそういえばあれって・・

メラな男

そうそう。行っていきなりパスポート無くし

て。拘留された感じですね。けっ。
「くすぶった人」ですね
なみて言うんですかねえ

々のバイトで

どうにもなんね克なあJって感じです。帰る時には疾走して風のよう
ですよ。夜遅くて通り魔におびえながら。

池袋の西口公園こ
いんですよ。く

トと言えばアレですね。ビラ配るの楽しいですね。
こには池袋という街の掃き溜め感がくすぶってし
口公園。一角は若い男女が『ウエスト
この公園、いろんな人たちがい

んな意味でもう終わっ◆ぢ
−それは人間観察？

観察でもないんですけどね。出来るだけ見

視界にフェードインしてく選んで

・．・ 十ノ ー
Q2．公演の後の楽しみは何ですか？じ
えーと、9月ですよね。スーパーフアミ

いんです。金はありますからね。そうです

・lll

・・

すねえ。甘酸っぱい事した
ジーパンとコカコーラが似合う男の子と付き合い
り爽やかな方向に。ジ

すねえ。カッコメンと。よ
し㌢ですねえ。

Q3．夏というと？

夏はラムネですね。ラムネが好きでねえ。
。生まれ変わったら
ラムネになりたいですね。あー、でも生まれ変わってもプラスチックとかの中途半端な奴にしかな

れなさそうな気がします∴れ窓魔ですねえ0

温

Ql．今回の役どころは？

学短（笑「。邁

役どころはですね、中学生
−嘘でしょ（笑）。

本当ですよ。エロ中学生・
−（役作りについて）

警翌豊吉二㌔ロ中学生的な頭の中D発想が深

役に対してですか。えー
いっすね。気付いたらも
は凄いね。アングルが選
まあ果たして役作りといえ

は常道としてAVを見まくりました（笑）。購葉
全然早い。あとTSUTAYAに行ったんで

さす（喜）。好きな角度から好
ナビ、とにかく久し振りに刺

−どのくらい見たの？

忙しくてそんなには見られなか
とんど。歯ア食いしばってついて
−それって見方が娯楽じゃないよ

あ、見九なんかね、別にクライマッグ観か必要なんじゃな

して何もせずに0変。不健全な見方だよ駁撃o

Q2．公演の後の楽しみは何ですか？

オ簸力大好きなんですよ。伊豆七島のあた

中川崇宏

匝んですよ。日本で一番イルカやクジラ
ナでOK。凄いですよ℃ 去年も10月に行って

当、50頭くらい来るんすよ。ん

れてってもらって、ランデブ十∴行ってきま

Q3．真というと何を思い出しますか？
俺ね、夏というと嘘。いつも何かを偽ってんですよ。
遊
んでた。それで浪人して一（笑）。んで1娘の時は加ニ
ゾク（爆笑）。一番乱れてたなr9歳の頃。その頃（フーゾクに）詳しい人に連発ヤ行った甘ぢ琴た借が変
で。待合室で「カトチャンケンチャン」が延々流れてるんですよ。ビデオで。リアルタイムでもないし、
子供は入っちゃいけない店なのに（笑）不思議でしたね−。

Ql．今回の役どころは？
そうですね、自分の世界を持っているバカですね。あ、
ですね。あ、ヨゴレじゃないですよ。念のため。

行田

善良かつ居候な男

、き・

いや。 自分の世界で生きているオバカ

−えー、そうなの？

そうですよ。」そしてもちろん私自身もヨゴレではありません（笑）

−それにしても久し振りの舞台復帰だね。実に半年振り。

私、考えるとダメだね。ゴチヤゴチヤしてきちゃってダメなんですよ。（演出助手の）酒巻さん日
ってないかもなあ。今は体でやる、心で感じる
く「装ってる」感じだそうです。そこらへん、
のを心がけています。
／
ーじゃあ休業期間に変わったところは？
自分にブレーキをかけない。「思ったら

雲妄芸E三雲宗≡雛祭
よね、私。

狩野智子

になったね。ちょっと暴走気味かもしれ
題は「テンションが上がった状態

て禦琴海荒廃）入っちゃうんです
㍉承 ｝や

違

Q2．公演の後の楽しみは何ですか？
まうじゃね−か！えーと

−い。京都行きた−い。

（東京都現代）美術館の。

蘭子
善良かつ一般的（？）な女

Ql．今回の役どころは？
えー、いちいち話を難しく
れるんじゃないかとい
−どんなアブロー

迷子になった。
めた・・・。捕まえたけどさ。やなオモイテダヨ。

たとえばこの人がいなかったらスムーズに流
を及ぼす人ですね。

何か変わったことをし
るべく俊敏に動けるよ
毎回毎回コ馴れてこないように、

臭くなく、よく言われてるんですけど、な
。中々動かないんですけどね。あー、あと
リセットするようにしています。（演出
助手の）酒巻様にも言われるんですけど
寺とダメな時があからさまで。タメな時
は体が重いんですけど、上手くいったときを
う・‥心の中で身軽というか。
お客様には、「必死になってるおっさんの悲しさ」を見て欲しいですね。見てて「あー、何か痛
々しいなあ」という。1人でお集りしている感じの。誰も乗ってくれない。悲しいじやないです
か。

の楽しみは何ですか？
画は立てていないんですが、どこか行きたいですね。
すね。二桁時間（10時間以上）寝ていたいんですよ。
てしまう性質なんで、これくらいしかないんです。

は嫌いなんですけど。暑いのが。昔は外に出るのすら億劫だったので、エ
かにくるまりながらスーパーマリオ。外は熱いのに、何かにくるまって
入りながらアイス食べるみたいな？

度差が贅沢ですね。

高松亮
伊刈
ベテランな男

■■■■■これからの電動夏子
2003．12．20（SAT）〜23（TUE）

電動夏子安置システム＃009『performen弐』
作・演出 竹田哲士
劇場

麻布die pratze（都営大江戸線『赤羽橋』駅徒歩1分）

2004．春

電動夏子安置システム＃010『タイトル未定』
作・演出 竹田哲士
劇場
未定
■■■●■その他のスケジュール

道井良樹 出演
ダムダム弾団 第3回公演
『pARADISE★FISH／世界がもしアイツとアイツだけだったら』
2003．10，02′、05

＠王子小劇場（JR京浜東北線・営団地下鉄南北線『王子』駅徒歩6分）

小原雄平 出演
ユープケッチヤ・プロデュース第2回公演『ぼくは行くよ』
2003．10．10〜13

＠明石スタジオ（JR中央線『高円寺』駅徒歩3分）

電動夏子安置システムでは、次回以降のパフォーマンス こ向け、新たな人材
を募集致します。下記要領に従って募集致しますので、ご 望の方は終演後に
受付までお申し出下さい。貴方に出来る事は、貴方だけで ま判りません。その
可能性で電動夏子を支える柱の一つとなってください。

■募集内容
▼役者 若干
役者希望の方は、次回12月公演を対象とした募集となり
れるワークショップに御参加いただき、その内容をもって

請をさせていただきます。経験は特に問いませんが、諸々
いただきますので、まずはお声をお掛けください。
▼スタッフ 数名（急募）
プロデュースアシスタント／制作／衣裳／大道具
▼お手伝い いっぱい

■応募条件
・電動夏子安置システムの活動を少しでも見た事のある
・経験不問
・長期歓迎

■応募方法
下記お問い合わせまでご連絡下さい。
また公演期間中のみ、受付にてもお承り致します。

電動夏子安置システム／オフィスFLIP−TOP
TEL／FAX O3−3795r7551
E−mail fliptop＠catnlp．freemail，ne．Jp

WEBSITE http：／／dna▼SyStem．COOl．ne．jp
express O90−6125−8674／genlC＠ezweb．ne．jp

す。9月中に行わ
考の後、参加の要

条件を考慮させて

まか

