
本日はご来場誠にありがとうございます。
パンフの一面で堂々とこうやって、皆様をお迎えする文を書くのは意外にも初めてだという事に気づきました。少々緊張しており

訳のわからない事を書かないか心配でスミダ。
早速書いてしまいました。
一瞬でも韓流ブーム（遅ればせ）に乗ってしまった事をこ

「電動夏子安置システムニダ」

育ってみたカ…ゝっただけとですiヒロシです。生島ヒロシです。

目が覚めたら†のような事が書いてありました。頑張れ俺。

12月だから、今年を振り返る。
「今年のラブシーンベスト3」

第3位　　冬のソナタ
第2位　　世界の中心で愛をさけぶ
第1位　　曽我さんとジェンキンス氏

目が覚めたら†のような事が書いてありました。もっと頑張れ俺。
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毎年毎年言われてるように、今年も暗いニュースが多かったのではないでしょうか。
人間の深層として、物騒な事故・事件に対する情報を欲しがっているから、自然と目や耳についてしまうのかもしれません。
私は不謹慎で薄っぺらい人間ですので、今まで、数々の作品の中でいとも簡単に人間を殺し、死なせてきました。人の命はそうそ
う軽いものではありません。しかし、詳しくいうと、「自分とその周辺の人間の命」は重く、そうでない人の命までは想像力がリ
アリティを与えないのが現実だと思います。
どこか自己楽観論なるものが支配してしまうのです。つまり、どんなに不幸な事件事故が起き、そこで何人の命が奪われようと、
「自分だけは大丈夫J　と根拠もなしに思い込むのです。思いたいのです。

非難覚悟で失礼な事を言えば、新潟の方々は、西日本が水害でやられている時に、今の自分たちの境遇を想像できたでしょうか。
一番近いような明日の自分にさえ、リアリティなど持てないのです。

最近、訳あって「理不尽な死」というものについて考えさせられました。
世の中には、何故？という死に溢れている。自分がこの先死ぬとは10分前には思いもしなかった理不尽な死。
悲劇というのはもっぱら理不尽なものですが、それだけでは片付けられないやるせなさがあります。そして、遺された者達は、そ
れを頭で理解しようと努力するため、「動機」というのものを引っ張り出してきます。しかし、動機があっても人は犯罪には簡単
に走らないでしょう。

例えば私も死ぬほどお金が欲しいが、銀行を襲おうとは思わない。思っても実行できない。
失ってはいけないものが、そこにはあるからです。
人を犯罪に走らせるのは剰邪に走る心の中の「ハカリ」でしょう。
「自分が失うもの」と「相手の失ってはいけないもの」。
「自分が失ってはいけないもの」と「相手が失うもの」。

これらを秤にかけて、その重さにバランスと見切りが付けられたとき、最後に背中を一押しされるのです。
だから動機などという事よりも、私は犯人に聞きたい。
アナタの中の秤に重みを与えたものは何か。
彼女の命よりも重いと判断したそれは何なのか。私に示してほしい。
そしてそれが本当に下らないものだったら、私はアナタを絶対に許さない。
逮捕するのだあー。

日が覚めたら†のような事が書いてありました。私は病んでいるようです。

さて、今回のお話はいつにもまして、不可解な設定となっております。
舞台はとある山奥の6つの隣り合った家。
そこで暮らす（？）6組の人間達の関係を見ていただきます。
ミステリー色を前面に押し出してみましたので、皆様にも一緒にこの不可解な謎を解いていってもらいましょう。

Q1　6つの家の関係は？
Q2　この中（14人の登場人物）で何人死んだ？
Q3　この物語の主人公は？

以上の事に注目しながら、物語をごご覧ください。

全部わかったアナタは鋭い。きっと来年は良い年になることでしょう。
わからなかったアナタ。お時間があれば、もう一度劇場に足を運んで頂ける事をお勧めします。
それでもわからなかったアナタ。来年は少し良い年になることでしょう。今年よりも。

主宰　竹田哲士
2004年12月
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轟本公演記念特別対談く第2回〉

竹田哲士（電動夏子安置システム主宰）

藤森俊介（劇団「ダムダム弾団」主宰）

■やっぱり4人で乾杯から‥・

竹田「よろしくお願いします」
藤森「よろしくお願いします」

藤森　どんな話をしましょうり
竹田　じゃあ中国の原潜の話をしましょう。どうウ

ダメ。そういう社会派を期待してはいない。
竹田　あ、芝居の話をしてくれって言われてましたかつ

言いましたl　・・ではまず一つ。お互いの印象を話してください。

■藤森さんによる竹田の印象。「シャイな人」。

藤森　えーっと、初めて見た竹田さんの作品はなんだろう。歯車のを見ました。
なら（第5回の）『Performen』。麻布ですね。

藤森　それを初めて見させていただいて。そうですね。竹田さんの印象はもう本当に‥・あの、
僕は今まで何度も道井君を通じてラブコール送ってるのに、ずうっと無視されてました（
笑）。「竹田さん紹介してよ。1回飲ませてよ。セッティングしてよ。」って言ってたの
に。言ってからまあ2年くらいたったかなあ、みたいな。
・・・それはひょっとして道井が悪いのではり

竹田　（村上に）だってそんなアプローチはこっちにはなかったよね。
うん。

道井　いやいやいやいやそれは（道井アセる）。
竹田　こいつもちょっとね、どう攻めていいのか判らなかったんだと思いますよ。どう切り出し

ていいか判らなくて。
道井　ここ（道井・竹田・村上の3人）ですらあんま飲みに行かないから。
藤森　だからね「あー冷たい人だなあ」って（笑）。
竹田　まあ冷たい人ですけどね。
藤森　あとはね、肥Bの日記。『個刊シュサイ』を読ませていただいて。んで、まああの。すごい

楽しく読ませていただいて。で、まあ作品見ての印象。あ、たぷんシャイな人なんだろう
な、という印象ですね。こうやって話していても、まだ全然目を合わせてくれない（笑）。

竹田　あ、それはね。僕、本当に人の目を見ないんです。僕が人見知りってのもあるんですけど
ね。やっぱどうしてもね、照れくさいと言うか、芝居観にいっても挨拶を交わすのがすご
い苦手なんですよ。何を喋っていいのか判らないし。
藤森さんは（そういう時）何を喋るんですかつ

藤森　あ、いや、あの－なんて喜うかな。凄く上っ面なことを（笑）。
竹田　僕もです（笑）。
藤森　アイピット（目白）の時のような気がするんですけど、竹田さんが声かけてくれたんだと

思います、多分。「また遣井をお願いします」みたいな感じで。
竹田　上っ面な会話ですね－（笑）。
藤森　そう、上っ面の会話で（笑）。「あ。絶対（そうは）思ってない。」って居った記憶はあ

ります。
竹田　俺なに喋っていいか判んないですよああいう場で。
藤森　あーでもいいんじゃないですかね。そういう場は上っ面で。じゃないですかね。
竹田　あー、社交辞令として。
藤森　はい。あ、侯なんかそういう上っ面の挨拶がないとヘコミますけどね。「あー上っ面の挨

拶もしてもらえないんだ－」みたいな。

■やっと出て来た、竹田からみた藤森さんの印象・・・

竹田　あのね、最初凄くうさんくさい人だなと思ったの。
藤森　お。いいねえ。
道井　その印象ね、僕は今でも代わってませんよ（笑）。
竹田　俺ね、ペテン師だと思ってたんですよ。
藤森：僕ね、凄くそれ言われるんですよ。
竹田　あ、やっぱり（笑）。人を騙すのが多分得意そうだっていう、ね。

騙すってたとえばどういう意味で？
竹田　どういう意味でもよ（笑）。例えば、だって演劇なんて人を騙す商売でしょり役者だって

脚本家だって、お客さんを騙す。プラス、私生活でもお金を騙し取って悪いことに流用し
てるんじゃないかっていう。え？詐欺師（実）り

藤森　たち悪いじやないですかl
竹田　そう。だ

れてんじ
んでる。

藤森　僕スゴイ

からホント多分悪い人だなって（笑）。俺は最初思ったのね。「追井こいつ騙さ
やないのかり」って。「ノルマ金一人10万取ります」って言って、実際は5万で済
残りの5万はこっち（フトコロ）に入れてるようなイメージ。
紳士ですよ（笑）。

竹田：実際はまあそうなんでしょうけど（笑）。
－まあでも竹田さんも詐欺師っぽいからね。詐欺とペテンで生きてるって感じ。

藤森　そうそうそうそう。それこそ竹田さんの方がタチ悪いっすよ。
竹田　あー確かにね。稽古中でも考えてる風な目つきで何も考えてなくて、相手になにか言われ

るまで何も言わないで。なんとなく「あー、いいんじゃないですかり」とかいう。
道井　とっちもどっちじゃないですか。

藤森　あ、竹田さんて、そうだ。何考えてるかわからないってよく言われるでしょ？そんな感じ
スゴイしますよね。

竹田　そう。俺も教えて欲しいんですよ自分が何考えてるのか（笑）。
追井　ペテンぼいんですよね。
竹田　でも僕はそれはね、自分にとっては褒め言葉だと思ってるんですよ。ペテンで。

藤森：僕は本気でイヤですけどね（笑）。

ダムダム弾団は道井が客演としてこれまでの全公演にも参加している、結成3年目の
劇団である。所属の役者には電動夏子でお馴染みとなりつつある新野彩子・小柳ふようら
が名を連ねる。これまでも何度か顔を合わせながら、お互いなかなか近づく機会のなかっ
た二人の主宰にして脚本・演出担当の二人が、これを機会にお互いの手の内をみせる‥
・ことになる、か？ともかくもどういうわけだかこの二人の対談が実現。

2004年11月19日（金）pM900頃、中野区内某居酒屋にて、不思議なインタビューが始

まる・・・

（聞き手　道井良樹／村上朋弘）

■「主宰」とはり

藤森　「電夏さん」てモノに興味があるんですよ、基本的に。どう形成されていて、どういう人間
関係なのか。劇団て本当にそれぞれの形があって。そこで主宰のポシシヨンがどこにあるの
か。竹田さんのポジションがイマイチわからないんですよね。

竹田　ま、いてもいなくてもいい。究極的には。

藤森　いいんすか？
竹田　いいと思いますよ。僕である必要はない。

藤森　脚本家、演出家、主宰と三つのポジションがありますよね。このうち主宰というポシン／ヨン
がわからない。竹田さんの主宰ってどんな王宰なんだろうって言う。

竹田　あー僕が皆を集めてるってことですかつ「おいでよ、おいでよ。」って。

藤森　でも集めてるわけですよねり
竹田　村上さんが実働してくれているわけですよ。僕が村上さんに「アイツいいじやないですか」

とか言うんですよ。そうするとナンパしてくる（笑）。だから僕はワンボックスカーの中で

待ってる。
－そうそう。で「先輩連れてきました－」って　ちょっと違うけど。

藤森　いい身分だな－（笑）■それもう、まさにうらやましいlウチ全然違いますよ。
竹田　例えば藤森さんがいなくなったとして、じゃあ公演が打てるかっていうと打てない。うちの

場合、万が一明日俺が事故にあって死んだとしても、脚本さえ上がってれば公演は何とかし
てくれるだろうと。

ただ死んでるはずなのに「竹田君の責任で」といって打ってるとは思いますが（箕）。
藤森　なるほど。
竹田　つまんなかったら竹田のせいにして、面白かったら役者のおかげで（笑）。
藤森　それはわかりますね。あー、そんな感じだろうなあ。
竹田　だからそれね、人を集めるって言ったのは、「私の面白いと思う事をやってくれる、協力し

てくれるという人を集める」って事なんですよね。パーティの主催者みたいな。

藤森　例えばですね、劇団として電夏をこう、どういう所へ持っていこうとか。今じゃあ足りない

ものは何、とか思ったりしますか？

竹田　たりないものウ　ドン底に叩き落されて、そこから上がってこれないかって言われても、光
が見えないんじゃないかと思うような所にいて、どんなに頑張ってもどんなに面白いと思う

ようなことをやっていても、感覚のスレがどっかにあるんですよ。今やっている路上パフォ
ーマ／スでも、アレを見て面白いと思って立ち止まる人と素通りする人の差には興味があり

ますね。
藤森　うんうん。
竹田　それをね、埋めるための仕事なんですよ。自分が面白いと思ってる事をやってるわけで、そ

れが世間とずれてない事を確かめたいが為にこれだけ手を尽くしているんだと。それに皆さ
んの労力を貰って。ただそれだけの僕のわがまま。それが僕が主宰であるという。

藤森　なるほど。判りました。（いろんな人がまわりにいるって言う事が）本当に羨ましい。

竹田　何故こんな僕でいいんでしょうね（笑）。僕は人を信用しないから、何故お前ら・‥てい
つも疑心暗鬼になっていますよ。

■二人にとって「役者」とは？

藤森　今までの公演の中で、自分が出演してるものとしてない芝居とあるじゃないですか。それっ
て速いあるんですかつ

竹田　えーとね－、単純に僕は役者をやりたくないんです。なんていうんだ、ゲスト出演がしたい。
遺井　主宰なのに自分にゲストって言うだけでもう変じやないり

藤森　ゲスト出演がしたい。
竹田　したいですね。自分の作品だとしても。ちょっと呼ばれてきました、みたいな感じでちゃち

やつと5分くらいやって、出て行くみたいな。と言うのが一番理想なんですけどね。

藤森　例えばこう、なんでしょうね。自分のところの役者と対決したい、とか。そういうのではな
いんですね。自分も役者として。

竹田　出てはいましたけど　役者って言うと　なんか違いますれ
でしゃばりつ

竹田　あ、そう。でしゃばりだね（笑）。悪乗りしたね、酔っ払いみたいな感じです。宴会とか披

露宴とかの。そういうおっさんみたいな感じですね。テーブルで奥さんに怒られてる「あん
たはしゃぎすぎなのよ」みたいなu　やるならそれが理想。そうでありたい。

主宰として、演出家として、脚本家として。藤森さんは出ないんですかり
藤森　僕は全くでないですね。自分の劇団で、自分が役者として出るというイメージがわかないん

です。僕はもともとお笑いをやっていたんですよ。で、芸人さんになりたいと思っていたの

で、舞台に立つのが嫌なわけじゃないんですよ。ただ劇団扉に入った時に役者さんを見て、
あ、辞めようと思ったんです。「（自分が）やる必要ないな」って感じですね。
こっち出てきてすぐですね。

藤森　そうですね、ノッケですね。役者を辞める事には全然未練がなかったので・‥役者をやり
たいって人ではなかったんでしょうねきっと。じゃあ脚本を書きたかったのかと、何かを具

現化したかったのかというとそうでもなく。演出家をやりたかったということでもなく。自

分より自分がいいと思う作品を書く人がいればその人が、僕の劇団の中でも、書けばいいし。
演出が僕よりうまい人がいれば、その人がやればいいし。という所でしょうかね。少なくと

も今自分の劇団の役者は、えーと、符に旗揚げの時から一緒にやっている2人、少なくとも
彼らは僕より役者向きだし、演技もうまいし、2人が役者やればりみたいな感じで。

1977年静岡生まれ。慶応大学入学後、明大劇研を経て、2000年6月より電動夏子安置シ
ステム劇団を旗揚げ、現在に至る。

今回の公演のためにルービックキューブをひたすらいじり続け、今では劇団員の誰も
彼の指さばきを目で追うことが出来ない速さで完成させる程の実力となっている。

竹田哲士
（タケダテツジ）



竹田　全く同感。やりなよ、という感じ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤森　例えば脚本を古くためにプロットは一応最初に香いたりするんですかつ

竹田さんは一つの完成形に向かって、周りを見て以前は「俺がやったほうがいい」で役者を　　竹田　僕はプロットはね、作らないんですよ。大まかに設定、登場人物くらいは書きますけど。
やっていたと。それが今では役者をやらなくても良くなってきたというところウ　　　　　　　　　ニの人たちが何をするか、つて言うのはあんまり考えてないんです。でもラストシーンだ

竹田　うん。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けは寛っ先に書きます（笑）。

藤森：僕は、今は舞台に出るのは本当にイヤですね。出たくないって（笑）。　　　　　　　　　　　藤森　真っ先にラストシーンを書くんですかI？
竹田　冒頭のシーンよりラストシーンを先に書きますね。

藤森　は～。
■芝居に関わる時のポジション　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹田　逆から攻めるんです。こういうシーンに辿り着く為にはどういうドラマがあれば良いのか、

一番効率的な持っていき方はどうなのか。ただいざ本番で2時間半かかってみると効率的

竹田　自分にとって最高に良いいポジションはね、客なんですよ。お客でありたい。　　　　　　　　　　　ではないんですけど（笑）。　　　時々、竹田の脚本は理系的だと言われますが。
自分の舞台のり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤森　それは判りますねえ。

竹田　舞台に限らず、面白いものが見たいんですよ。それがないから、自分で作ろうとしているだ　　　　　いわゆる、数字と理隋で全てが形作られているような。
け。本当はそんな手間は省きたいんですよ。面倒くさがり屋だから（実）。

何もしない人間だ（笑）。
竹田　さっきも言ったでしょ。主宰は何もしない人間なんです。

道井　基本的に、オモシロイのただで見られる。
竹田　そう。それが一番良い（爆笑）。

藤森　あーそれわかるな。
竹田　僕は全然劇団を持ちたいとは思わないんです。「劇団」にこだわりたくはないんです。何か

面白い事があれば何でも良いんです。一つの手段としてたまたまあっただけで、いつまでも

竹田　僕はね、理系の人間では全くないですよ。超文系。社会科大好き（笑）。
藤森　あー、でもまあそうですね。その際たるものが『performen』だとすると、理系っぽいとい

うのは。まずそうだな。作品によって作風が違ったりするじゃないですか。これを「引き
出しが多い」と説明するのは理系の考え方ですね。どちらかというと女性作家に多かった
りするんですけど、一つの事を奥深いところまで突っ込んでいく、のが文系っぼい。柳美

里さんとかそんな感じしますね。竹田さんの作品とかは「引き出しの多さ」で説明できる

理系っぽさがありますね。うん、理性で書いているっていう感じがしますね。一番最初に

決めるのはラストシーンですか。

固執していても　っていう苛立ちはありますね。だから‥・なんだろうな。こんだけ演劇　　竹田　そうですね。
やっといて僕も演劇は嫌いかもしれない。「エンゲキ」というものは。例えば誰もが褒める
ような感動するようなものを見たとしても、たぷん何も感動しないんですよ。

藤森　なんでじゃあ演劇やってるんですかり

竹田　面白い演劇、もあるからですよ。
藤森　あれ？ど、どこだ？着地点ドコだこれ（笑）。

竹田　そうですね。10年後の俺ですね。
藤森　あー、ふむふむ。
竹田　（面白い演劇は）今回かもしれないし次回かもしれないし10年後かもしれないという。

作り続ける原動力、という事でり
竹田　劇団だって限界が見えたら辞めちゃうかもしれない。「これ以上のことは出来ない」と。

その頃には何か芝居以外の何かを見つけてるのかもね。じゃあそっちを続ける、という。
竹田　うん。ま、惰性でやるならやりますけとね（笑）。余裕があるなら。人間なんですから、毎

回100％なんて事は期待できないし出来ようもない。そう考えると効率悪いですよ。
ダムダム弾団ではどうですか？稽古中に100％の力を出して。とは？

藤森　イヤモチロン期待していますね。それをやらなきゃいけない、つて事も役者には言っていま
すし。うーん、効率の悪さか。

竹田　俺なんかむしろ稽古の時点で100％なんか見せられるとですね、多分飽きるなって思います
ね。役者が興味なくなる。理想は、本番初日に100％になるくらいですね。そこで完成する。

道井100％出せる日を初日にしちゃえばいいんだ。

竹田　そうそう。ただそれが難しい。

藤森　僕から言わせていただくと、それはちょっとあれなんですよね。底力ではない。あの－、毎
回100％以上のものを作らないといけないとは思いますね。

竹田　それはそうですよね。

藤森　稽古でできていない事が本番で出来るはずはない。出来たとしてもそれは、なんでしょうね。
力じゃないですね。それは勢いだけで芝居をやってる、つていう。

竹田　そうですよ。勢いだけで芝居をやっている、つていうのは正論ですね。ですが僕は芝居をそ
もそも否定したいんですよ。

藤森　ん？なるほと。
竹田：芝居をやりたくない。第10回公演（『Better Half』）はなんていうんですかね芝居じゃあ

りません、ショーです。

逆井　芝居とエンターテイメントの違いだね。

竹田　本当にそうだね。なんて言うかな、少し失礼な言い方だけど、100％のものを作るのに100％
の力を出したくないんですよ。半分くらいの力でやっちゃいたいんですよ。ほとんどの人が

同調は出来ないと思うんですけど。独特な考え方だから。
遺井　そしたらもう一本出来ますね（笑）。

劇団員全員が竹田だったらね。たとえば劇団員の100％が竹田の50％だったら、釣り合いが
取れないでしょ。

竹田　うん、そうだね。

■脚本家のする作業日理系的な脚本…

藤森　脚本はどうなんですか？例えば脚本は自分の中で100％のものってあるんですかつ
竹田　ないです。書けないです。

藤森　脚本を古くという作業は、例えばじゃあ舞台に出て役者が役を演じる作業とかと似てます？
竹田　似てないです凸

藤森　全然違いますか。
竹田　僕の中では違いますね－。
藤森　なんですかね、脚本を書く作業というのはどういうものなんですかり
竹田　・・・設計図ですね。
藤森　設計図。
竹田　理想とするのは、完蟹な設計図なんです。何度も言いますけど、僕がいなくても読めば出来

る。ていうのが理想であり、そこまで例えば役者が10人いたら10人分の気持ちを考えながら

書く作業なんです。そして役割を当てはめていく。非常にね、丁寧さをこめていく作業なん
ですよ。

藤森　丁寧さをこめていく。
竹田：僕は演出家ではない。演出はするけど演出家ではないから、現場へ行って現場で「ここはこ

う・・」とは出来ない。だから台本の段階で・・
藤森　「読んだら判れ」と。
竹田：10回読めば判る。10回読めば完壁に出来る。というものを書く作業ですね。

溶かにそういう性格はありますね。マニュアル的。

藤森　僕なんかはよく言うのは、辻棲あわせだって言ってるんですね。すごい「これを書かなき
やいけない」とか言うのはないんです。だから書き始めるときは、まず一番最初に役者あ
りき。役者にやらせたい事とか。この人がこういう事をやったら面白そうだ、とか。先行
して。そこから物語を作っていくんですよ。ラストシーンからか・・

竹田　作り方に関しては、他に台本書いている人とは意見が違うと恩うんですけど、普通は役者
ありきなんですよ。僕はそうじゃないんですね。ある程度の水準があれば役者は誰でもい
いんですね。その人たちがこの本をやることによって、ある程度の面白さを確立できる。

誰がやっても一定の水準の面白さを出せるシステム。

藤森　システムって言葉が出てくる事自体がね（笑）。
竹田　そうそうだからね、役者ありきなのは全然かまわないんですよ。その台本の中で魅力を出

したいなら、出す革は全然問題ないんですけど・・・
藤森　僕ね、最孤こ話をした時に「あれり作家の（傾向が強い）人なのかな？」って思ったんで

すよ。じゃあどういう風に（脚本を）作るのかって話してみると、「作家さんでもないな

」って印象なんですね。
竹田　あとラストシーンを先に書くというのは、究極的なことを言うと「どうやって暗転させれ

ば良いか」まで考えるんです。とういった暗転の仕方で客屯に戻せば良いのか、まで考え
るんです。

藤森　はあ～。
竹田　そこまででラストシーンなんです。

ラスト何秒くらいつ

竹田　そう。何秒の部分が大事なんですよ。
藤森　いや、でもそういう方いらっしゃいますよね。ラストにチカラ入れる。

竹田　終わり方、ですね。そのためのシーンを考える。で、そこで喋る言葉を考える。
藤森　うーん、ウチは絶対無いな。ラストシーンが決まってた事なんてない。どちらかというと

僕は1から10まであったときに、10はいつも決めなくて、8、9くらいは一応決めとくんです

よ。まあ何でかと言うと8か9あたりに仕掛けモノがあるんです。

狙ってるクライマックスですかつ

藤森　いや、単純に物理的な舞台装置の仕掛けですね。
竹田　雨が降ったり（笑）。

藤森　そうそう。そういうのをスタッフさんに伝えなきゃいけないんで（笑）。仕掛けモノは早
めに発注しないと間に合わないので。終わり近くにこうなる。が、その後「それによって

どうなる」みたいなものは、決めないんですよ。まあ例えばそうですね、前回の公演では

最後にカットアウトで暗転だったんですけと、実際に稽古する前はフコ二一一ドアウトで、タ

ラタラと話をしながら終わっていくのが良いなあ、なんて思ってたんですよ。でも結局台

本書き終えたら、カットアウトだったんですよね。

そこは例えば役者っていう要素だったりするんですかつ
藤森　そこはもう作家ですね。
－最初に書き始めた自分ではなくそこまで書いた自分がそうさせた、とり

藤森　そうですね。竹田さんの話を聞いていて、ますますいったいどのシャンルなのか判らなく
なってきましたね。芝居に対するアプローチが一つ一つ全然違って。興味深い事なんです
けども。作家なのか、演出なのか、主宰なのか。

竹田　だからね、僕はお客なんです（笑）。「こういう終わり方が良いんじゃないのり」って思
ってるお客なんですよ。「ねえ君たち、もっとこう喋れば良いんじゃないのり」って思っ

てる通りがかりのおじさんなんです（笑）。

膵森　（笑）

この後も二人が共通する『主宰』『脚本』『演出』というキーワードを中心に、話は勢い
を全く衰えさせずに続いて行きました。が、残念ながら紙面の都合上、本日はここまでと
いう事で。

※この続きは、公演終了後年内にWEB上に掲載されます。続きがお読みになりたい方は是非
こちらへアクセスしてみてください。

『電動夏子安置システム公式サイト』http／／wYrW dna－SyStem COm

藤森俊介
（フジモリシュンスケ）

1976年静岡生まれ。劇団昂での映画放送制作部や帝国劇場での舞台部などの勤務を経て、
2002年、劇団ダムダム弾団を旗揚げし、現在に至る主宰であり、かつ脚本・演出を担当する。

2003年には王子小劇場佐藤佐吉寅の優秀脚本賞を受賞。来年3月にはその王子小劇場で第5

回公演を控えている（詳細は最終ページ）。



■小原雄平（カイジ）

等結露ニッスれ

声ゝ
之ヨロサン

－今回の役どころは？

クリスマスって事で、サンタです。サ／タといったらもう、人に夢を与えるんですよ。人をシアワセにするんですよ。サンタ
ですからね（笑）。でもおよそサ／タには見えナイッスね。恰幅良くないから。ヒョロサ／タです。それでもサ／タですから。
－カイジというオトコはつ

ダメな大人の代表みたいなオトコです。31歳でさ。あんな所にいるのがおかしい。あんな格好をしているのもおかしい。普通
の社会人ではないですね。そうそう。やる事がないんです。でも普通に会社とかに行くこともカッコいいと思えなくて。だか

ら就職しなくて。でもやることはないから。そんな人間にはなりたくないっすね。
－やってみてどうり

・こんな風にはなりたくないなあ（笑）・・・。なんすかねえ。難しい、なあ。まあまあまあ（うなづく）。きっとこの

役をやって・・・とうだろうなあ。まあまあ。おれはやっぱ　なんすかねえ。おれ自体はウサゴロウのほうが・‥てか　カ
イン？なんだろうなあ。自分とは違うからね。楽しいですよ－。

－最近の身近な諸を教えてください。

最近は‥・最近は、最近はねえ‥　なあんだろう‥・。最近はね、そうですねえ。アレですね。なんとなく健康的に生
きるようになりましたね。3食ちゃんと食べようとして牛きているんです。けど深夜ハイトとか入るとあっけなく崩れるんで
すよ。崩れるんで、食べるものをですね、絶対に、毎日、たまごかけごはんにキムチ納豆をかけて食べる。そしてバナナとヨ
ーグルトを食べる。

一一一スゴイ健康志向。

言っとくけとれ　うまいんだこれが。3食全部これでも大丈夫。卵なんか赤札堂で8個で￥100ですからね。納豆はセービングの
3個￥100。ヨーグルトもセービング。そしてバナナはお勤め晶。10本くらい入ってYlOOです。米はワンの実家が米どころです
からな。あとテレビが壊れたみたいで。朝普通に帰ってきたときに、つけて、10分くらい見てたんですよ。そしたら突然画面
がばっと赤くなって切れた。消してつけてもその繰り返しで。プリンタ買おうと思ってたのに。あと蛍光灯も切れて。故随が

多いっすよ。金がかかるつすよ。灯油は高くなるし。

－終わったあとは何したいつ

終わったあと・・ドラクエやりたいっすね。あとサッカーとか。フットサルとかやりたいっす。15人くらいで、5人チーム
でとっかえひつかえ。託か誘ってくださいよ凸　あ、12月8日にH比谷であるんで、夜抜けさせてください。

－皆さんに一言おねがいします。

まあ、あれですね。サンタなんてあくまでサ／タだから・‥この冬皆さんに夢と希望を与えます。サンタが中野に降り立ち
ます。あれ？夢と希望の話だったかなあ。

－最近相撲じゃなくてタッチフットウ

そうですね、ま両方ですよ。相撲好きです。でももともとアメフト好きっすからね。早くチーム作って、来春公式戦参入。目指して
るんですけど、来年3月と5月に公演がありますからね。稽占時間は調整します。秋にデビューしようと習っても10月、12月にまた公

演がありますから。なんとしても春にデビューです。すごい楽しみです。
－そもそもタッチフットってなにつ

アメフトの・・・何だろね。防具をつけない。人数も6人対6人。簡単バージョン。だからもうロウニヤク二ヤ／二ヨできますね。

中高と男子校だったのでよく判らないんですけど、体育やるときって共学は男女がバラパラにならざるを得ないようですけど、これ
はホント誰でも出来るスポーツ。もう体育にお勧め。ポールを使ったドロケイみたいなものですね。

ちゃんとしたチームは8人必要で。交代自由。とりあえず今回の公演メンバーは全員入ってます。でも一番最初に練習に参加した高松
さんはもう故障者リストに入っていますから（笑）。早くも戦力ダウンです（爆笑）。
－そう言えば最近、深夜に相撲が再放送してるね。

民放の「大相撲ダイジュスト」がなくなっちゃったじゃないですか。そのためですね。代わりがないと。N邪の人に聞いてないから判
らないですけど。スポーツ番組だとまくうち全取り組みとかやらないから凸
－ふーん、そうなんだ。人気の維持に必死だ。

最近の相撲人気は腹立たしい。九州場所なんか地方巡業なのに、後ろのほうの席なんかもうガラガラだからで　こりゃあナントカしな
いといけないですね。僕が協会入って何とかしようかと考えてますから。とにかくね、来させるための工夫とか、そういうところに

手を入れないとダメですね。

－今回の役どころはつ

うーん。そうですね、白のチームって言うのはそれぞれのエピソードをつなげていく役目なのだと思うんですけど。じゃあ何なのか
って詣ですよね。あいかわらず今回は自由ポシンヨン、にぎやかボンシヨンなんですけど、きちんとつなげていくところを出来れば。

役目をこなして、後はにぎやかにやっていければ．わーつて騒いでても各家の関適作をきちんと伝えてなければわからなくなっちゃ
いますからね。できればこれ幸い。

－終わったら何がしたいつ

今年は僕、本当にたくさんの（舞台）数やったんですよ。公演が終わってすぐ次の稽古が始まるという。来年はちょっと減らして、6
本くらいにしようかと。今のところは次が3月だから本当に久々の長期の休みなんですよ。だから何をやっていいか判らない。とりあ
えず旅行にいければと患っています。12月中は仕事して、1月には旅行にいければ、と思ってます。けど、どうですかねえ。アメリカ
の友達のところ・‥行ければ行きたいですよね。こんな直が！で大丈夫なのか9
－海外限定？

関内でもいいっすよ全然。ただとにかくパ／とした休みがあるので、旅行に行ってみたい。一人で。

－最後に皆さんに一書ください凸

電動夏子は本当に楽しいので、友達を連れてきて、楽しんで、一緒に笑って、時間があればお茶でも飲んで、話をして、有意義な
日にして欲しいですね。充分話せるだけ心に残りますからね。新しい休日のスタイルにしてみてはどうですかね。あ、僕今いいこと
言った。

■高松亮（ユウスケ）

「そこに実際いる人なんですけど、自分の

こう大切な人にとっては幻なんですよ。」

－なんか今回のインタビューはみんな濃いですよ。

あー、じゃあうすく行きますか（笑）。
－じゃます足の怪我の事†書から。

■道井良樹（ウサゴロウ）

鰭農高観音麗遜猫用
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した感じで行こうかと。
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TTユウスケが語ってるのではない部分だね。
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－卓球早くやろうよl

卓球ね（笑）■あっはっはは。仕事場でも盛り上がっててっ　あれだっ『テニスの王子枝』の「手塚ゾー／」（
※動いていないのに自分の手元に返させる、不思議なテクニック）をやってみたのれ　そしたられ女の子に
も負けた。だってボレー打てないでしょ。すぐ手前に落とされたらもう打てないの。なめてた。たっきゆう。
一一世間では微妙に卓球人口増えてるみたいね。

でも亀夏の人は皆卓球できなさそうだよね。なんでだろう〕r運動′くりパリやってましたJつて人はいないッ
スもんね。遺井はタッチフットに燃えまくってるけど。あ、アレみた？あいつユニフォームのカタログ持って

きゃがってゥ「電夏って文字いれてもいいのかな」だって。

－今回の役回りについて教えてください。

ユウソロウね。『職業欄俳優』の時とかは勝手にrエロ中学生」とか言えたんだけど。6月（『BetterHalf』

）のハルちゃんとかも違うし。ハラ／サーではないんだよね、今回のは。
－バランスをとる役が多いね。

そうそう。「逆サイドあいてるよl」みたいな（笑）。でも誰も行かないから俺が埋めてみたり。昨日とかね、
5人もソファの周りにいたのにいたのに誰も座らないで立ちんぼですよ。仕方ないから座ってみる（笑）。
－なるほど。

自分の運命がどうなるかわからないから楽しい。普段はパラ／スとってるから、状況がどうなっていくかが楽
しかったりするんだけど、今回は自分自身が楽しみ。あと、俺もミュウと濡れ場はあるのか、とか。
－やっぱエロ中学生じやんl

あくまでミュウ、ね。ミユキは別に見たくない（笑）。
あと台本でさあ、俺が遣井を部屋に引き込むじゃん。あそこで「あれ【」とか聞こえるけど、アレ何ですかね。
いたぶってんのかな。それアテガキ？みたいな（笑）。ロープ渡されて、2人で部屋に閉じこもって。ねえ。
アテガキでしょこれ。なに考えてんのユウシロウ。何期待してんの竹田さん。そっちの方向で行っちやってい
いの（笑）？別れた彼女が「まだそんな事やってんのり」みたいな感じね。
－ど、どうなんだろうねえ。そういう時って竹田さんの指示を仰ぐのり

いつも特に指導は入らないからさ。俺の考えが100％正しいはずないんだけと、いいの。て思いながらやっち

ゃう（笑）。

－終わったら何がしたいつ

終わったら何がしたいってかどうなるんでしょうね、僕（笑）ウドラクエは開演する前に終わらせたいので。
楽屋でどんどんネタパラシしたいんですよね。ああ、たまには年賀状杏きたいっすね。実家が郵便関係なんで。
あ、親に年賀状かいてみますか（笑）。あ、ちなみに最近ビール酵母をつくるつもりでいますよ。なんか物販
にチカラ入れたくて、来年はポジョレーヌヴォーの解禁の時にウチもワイ／つくったろうか、みたいな。（昔
ビールはやったから）一歩進んでそこから始めようかなと。やっちやっていいのかな。
－やってみたいねえ。ただ作るのはいいとして販売してもいいのかな。

そこですよね．いやダメでしょ（笑）l

－最後に一言。
一言ねえ。なんだろうなあ。これ本当あの、なんでしょう凸5回は見たほうがいいと思います。判らない（笑

）。見れば見るほど判るし、見れば見るほど判らなくなる。何個かあるから、皆勤賞の人にはルーヒックキュ
ーブをあげます（笑）。
一一一いやいやあれ君のじゃないでしょl

「多分この人ね。

輪に入れないタイプの子なんですよ。
そういう所が似てる（笑）。」

■磯貝美香（ミュウ）

よろすくお願いしま－す。
－あ、そう言ってきたのアンタだけだ。いいね。

あ。ヨロスクって言いましたよね私。（※素です）

－・　と、とりえあず自己紹介をお願いします。

自己紹介‥・村上さん考えて。
－えー、適当に暮きますよ。じゃあ、磯貝美香・・・何歳が良いですかつ

あっはっはっはっはっは。じゃあじゃあ、そうだ。12月6日誕生日で‥・したよ。
－いやいやいや「でしたよ」じゃなくて。いいんですかつ適当言つちやいまい

無理無理無理無理ⅧOK。どうしよっかなあ。チャームポイ／トは、えら。えら呼吸。
－ちょっと待ったそれは人間ではない。

あたし魚みたいに釣れるんですよここで。針が引っかかって。は－えら削りて（笑）。あと欠点・
あたしの欠点はココ（笑いながら頭を指差す）。

一で、では気を取り直して。今回の役どころはり

難しいない・あたしは、あたしの中をフル回転させたつもりです。うーん、もっと良い言葉はないか
な。ミュウという女性は、とっても素直な子だと思います。人を信じて　うん、信じてしまう。信じて
しまって、こんな楽しいおうちに（笑）。あとこの人、とっても自分の世界がある人なんですよ。そこ
が好きですね。
－自分とかぶるところとかはあるつ

なんだろう。えーでもね、あるんですよ。多分この人ね。絵に入れないタイプの子なんですよ。そうい
う所が似てる（笑）。あたしいつも一人で遊んでたから。押入れに入ったり、そこで一人で遊んでるん
です。・‥ううう、悲しい（笑）。でもミュウは、この人はどんな事があっても幸せなんです。あの
ね、幸い車があっても自分の世界があるでしょ？そういう事を考えてると幸せになれる子なんです。う
っふっふ何言ってんだろ（笑）。

－終わったら何がしたいですかつ

汎なんか飛行機に来っていくところへ。飛行機に乗りたいです。麿かいところに。あ、希望ね希乳
後は買い物いっぱい。人の金で（実）。
－でも今でも自分の金だけど買ってるじゃない。マグロの頭とか。バナナとか。お徳用醤油とか。（

※この買い物が理由で稽古に遅刻しました。）
なんだこれ庶民的一。
－いやそれ君の事だから。じゃあ、最後に一言。

皆に会えてよかったな、と。それは本当。ほぼ本当。後は皆様お楽しみください（笑）。

■竹本哲也（コウイチ）

「基本的に知りたがりで、

おせっかいな部分が
あると思ってます。」

「ねえ。アテガキでしょこれ。

なに考えてんのユウシロク。

何期待してんの竹田さん。」

■中川崇宏
（ユウシロウ）

－さていきなりだ机今回の役どころはり　　　＿∪〔宜∃蜃塵
俺なら普段は絶対やらないような、年相応な由のお兄ちゃん？普段だった・ら畑ささ　がやるキ

空室妄讐芸孟宗三三三‡賃孟禁と患ってたもん。　　　　」」＿」」」
いずれはやりたいと習っていたけど。まさか今回やることになるとは患わなかったも
ー一美階やってみてどうつ

凄くフランクに出来てる。というか70点ライ／を出すのは簡乳今までのは年亘いうハごド弄示
あったから、まあ若者というだけで既にやるからには無難な点というのは確定b　だからそれ以上
のものを作るのが今の課鼠「若いお兄ちゃん」としては出来ていても、それ以上のものにしよ

うとするとこで難しい。
－深く関わっている役はどうですかつ

アカネ。あー、これ芝居見る前のですよねえ。難しいなあ。・・目指すところは「見ていてほ
ほえましいカノプル」であればいい。ただ希望として、ありがちな女性上位の関係についてはイ
ヤといえばイヤ。出来れば避けたい。単純に二人の関係の中でのほほえましさが出せればいいか
と。だから、話の核に行くことが必ずしも100占ではない。あくまで自分たちの、20代半ばの良さ

を出せたら。

－公演が跳ねたら何がしたいり

（彼女がイタリア在住フランス人。なので）またイタリアに行きます。まあ、滞在期間だって最
大一ケ月ですからね。じゃ　ヶ月行ったろうかと。で漁師やります。向こうさんの父親が漁業組
合の組合長なんですよ。だから（日7日こ行ったときは）毎日イワン獲ってましたよ。またイワシ漁
をしてます。
－ほほう。獲ったらそれ料理して食ったりするのり

しますよ。俺がします。向こうの人間は料理下手ですからね（笑）。
－料理できるんだ。

まあ日本の鰯料理なら作れる。僕は長崎の対馬（出身）で
ウチの爺さんも漁師でしたし、小型船舶免許持ってますし。
ー意外なところを見つけてしまった。こっちにいる間には？

モチロ／乗ってますよ。まあ帰省中だけですけど。

三言誓書重宝霊芝完羞課し諾長さ、ん　　惑ですけど、まあ気楽に。娯楽ですんで。あれだ。
劇団としての引きこもりによる、引きこもりの為の、

引きこもりの娯楽を、低価格で。この劇臥
引きこもりしかいないっすもん（笑）。

■斉藤ミルク（タイヨウ）や

「話の核に行くことが

必ずしも100点ではない。

あくまで自分たちの、
20代半ばの良さを出せたら。」

－今回からレギュラー（劇団）入りしたということですが。

そうですね、同世代くらいの感じですからね。伐が初めてやらせてもらって、脚本の良さ。役者を旨く使
っている。役者の個性の′くラハラ羞加減が、コリャいけるんじゃないかと。もっと世の中の人に知って貰
いたいし、その手助けが出来るんじゃないかと。
－それにしても仕手の経歴多いね一。

いろいろとやってきましたからね。土木に始まり、市堤で仲買。ミカン売ったりしてましたれ　自分の事

務所の雑誌マネジメ／卜をしたり。実際はモデルが本業だったんですけどね。物を作るのが好きだったん
ですよ。だけど「この水道俺が埋めたんだぜ」とか言ったって判らないですよね。屯両系、建設機械運転
免許、移動式クレ】ンとか。フォークリフトも持ってますね。ほか色々。そんなモデルです（実）。
－さて。そんな竹本君の最近一番楽しいことは何り

（舞台の）階段作りです。もう楽しくてしょうがない。メチヤメチャ楽しいすね、これ。
…あんた、一応ウチの劇団にイケメン担当で入ったんだからね。

ですかあ。′ト原君がいるから、そっちは彼に任せたいなと。ぼくはどこか新境地を探して。そっすね、ま
ず（道井）座長は超えないといけないと思います。嘘です。　イケメン担当の話ですけど、どうなんだろ。
前回は台本上からありましたけど、今回（の役どころには）その感じはないですね。イケメンというより
はお調子者ですかね．
－お調子者ね。ではコウイチについて教えてください。

基本的に知りたがりで、おせっかいな部分があると思ってます。でも自分の中では、まあ今の台本亡では、
すごく心の綺麗な人間なのではないかな、と。そんな感じはしているのですが。お客さんに見せる頃には
どう変わっていくんでしょうね。
－自分と比べてどうつ

45度くらい違いますね　分かりづらいか。でも（コウイチ的な）変動ま僕も持っていると思います。すぐ

首突っ込むし、頼まれると断れない。そんなところですね。心は綺麗かどうか知りませんけど。（笑）
－今回の芝居で見て欲しいポイントはドコでしょう。

全部がポイ／卜っちゃあそうなんですけど‥・どこだろう。全都判ろうとしたら難しいんでしょうけど、

それを判る為に集中して欲しい。ミッチーの横細芝居を見て笑って欲しいなと。
－ちょっと待てそれポイントじゃないよ。

－終わったら何がしたいウ

メタルギアソリッド3　それを終わらせてからドラクエに。ゲームですね。で、3月までの間は、稽古が始

まるまでの間はスノーボート三昧で。てか働けよって感じですね。

－最後に一言お願い。

電動夏子安置システム第11回公演。お楽しみください。やペ。つまんね一。



－自己紹介をどうぞl

片桐はづき。はたち。プ一夕ロー。あはは。今ハ／ダ君（※ハ／ダコテ）のせいでラリッてるんです。思考回路ポロポ
ロです。ちょっと本当ね、あの匂いが。発泡すらろおるのにおいがね。いやスゴイにおいですよと　あたまがれえーと

何言ったらいいかわかんないっす。千葉。7封主。ん－。えー、千乗。在住。そうだなあ。そんなもんかなあ（笑）。

－今回の役どころを教えてください。

今回はね、24歳。婦丸あたし巌近そういうフレーズが好きだな。こういう役はあたし的には初めてかなっ　自分と比較
的近くて、ちょっと年上だけど、女で、似通っていて。で、それが気まずいっ　戸惑う。
－ツクシはどんな子ですかね。

どんな子か？あたしが聞きたい。なんだろうな。意外と、普通だった。つてなんて抽象的なんだ（笑）や
最初読んだときはもっと複雑な子かと思ったけど、最後まで読んだら　やっぱり…娘だな、つて。意外と単純な。お父
さんの勤ま　普通。本当普通の人が持っている家族愛っていうか。普通だと思うな。でも居っていたより子供　あーで
もわかんないっ。

－特に気にしている特徴とかはあるつ

なんだろうなあ。ん－、簡単に言うと　博通な感じ」。普段の私の役は特殊っていうか、特徴がはっきりした役が多い
から　難しい。あと髪が長い（笑）。久しぶりに長い。早く切りたい。でもねえ、長い髪にあこがれない事もない。そ

うそう。ふようちゃんとか美香ちゃんとか絵梨ちゃんとか、サラサラな髪に憧れがね。でも無理。今は髭長いけど、い
きなり切ったり染めたりしてみんなの驚く顔が好き。早く伸びないかな－、つて、んで伸びたらいきなり切って、「そ
れ見ろ驚いたかJってね。そんで2005年を迎えたいっすね。

－公演が纏わったら何したいですかつ

髪切って、あと携帯とめがねを変えたい。
一一携帯。そらまたどうしてり

携掛まね、もうポロポロになっちやって。機種とかに不満はないんだけど、むしろ愛着すらある。
－ではなにゆえり

電池とかメモリーです。なんか突然充電が切れたりして。怖いじやないですかメモリー消えたりしたら。
ミーハーな気持ちじゃないんで。着メロとかは絶対しません。だっていつも／くイブだから（笑）。むしろ
おんなじ機種に変えたい。安ければ良いんです。どうせ見た目は自分で塗ったり貼ったりするし。
あと部屋の模様替えがしたいな。私の部屋まだ扇風機が出てるんですけど。しまってストーブ出すのが面倒
くさいんで、あいや時間がなくて。

一一最後に一首どうぞ。

そうそう言いたい事が。誘った友達に「難しくないから、コメディで面白いから」ツて誘ったんですけど
難しいわ。ごめんわ　あ、でも硬くはない。あ、でもなんだろ。コメディだし。うーんよくわかんない。

■小舘絵梨（ユウコ）
「あんまり深く考えないようにしてます。

悩まないもん勝ちみたいな。」
－まずは自己紹介を。

横浜生まれの東京育ち。趣味は本、漫画を読むこと。本は月に4、5冊。
私が満喫に初めて言ったのは8年位前。もともとレンタル漫画屋で
括りでたんだけど、店員さんと仲が良くなってタダで借りてた。
－一番好きな漫画はなにつ

困る～！なんだろう。一一番か判らないけど今買ってるのは、

『20世紀少年』、『ブルート』、『ブラックシャツクによろしく』

『君はペット』、『蜂蜜とクローバー』、『かぐや姫』、後は
『NANA』。男女関係なく。そうそう、あれだ。カネコアツン。
『sol L』っていうの買ってるp【日日什づるところの天子』

なんだか女の子っぼく謬かれてて、内容もね。聖徳太子に
ついてその誤解が解けるまでに時間がかかっちゃった。

－映画学校出身だよねり舞台中心り

映画学校出たあと、円の研究生やってたの。
－あ、そうなんだ！知らなかった。

メチヤメチャ芝居だよ。内容についてはやってて面白いのだったら、そんなにコダワリはないな。
－うちの稽古はどう？

雰囲気が楽しくて良いですよ。具体的にはよくわかんないな。稽古場が大変なのにもなれちやったし。

－ユウコについて教えてください。

ゆうこりんはあ　ユウコは、可愛い了。ユウコは多分　途なんだと思うんだよなあ。大人になりきれていないと
いうか。反対されたりとかした事無くて、周りの人たちも皆「オチョウ婦人■」みたいな。自分のことを考えて

くれる親友とかいなかったのかも。だから自分が何でも正解、みたいな。
－やっていて難しいところとかあるつ

表に出すものと感情を一致してやれる役じゃないから、なんていうか、わざと噛み合わないようにさせるのが難
しい。けっこう言っている事って、そこまで奇抜な奉は言っていないのね。だからそれがあざとくならないよう
に。先天的にそういう人なワケじゃないから。わざとやっているように見られたらユウコが可豆乳必然なんだ

よ、ということと、一方で食い違わせていかなきゃいけないというのが。まだ自分の中で難しいだけなのかもし

れないですけどね。
－アプローチの方法はつ

あんまり深く考えないようにしてます。悩まないもん勝ちみたいな。答えが今のところはまだ出せないから、台

本に書いてあることを忠実に演じるようにしてます。結構芝居見ててもやる時でも、あまり深いところに眼を向
けない。自分が芝居観る時にも、見ながら考えているとややこしくなっちゃうから。「あー、あれは」と後で考
えて気づく、みたいなアプローチ。

一一♯わったら何をしますかつ

寝て。掃除して。洗濯して。買い物とかして。単純に言えば休みたい（契）。料理はね、基本的にはしますけど、
今は生活が料理するまで追いつかない。まあ普通に朝から仕事があるから。家で食べるときには軽く作って。あ
とは友達と同居してるから、誰かしらのものを拝侶したり。3人暮らしなので。
一一一3人暮らしかあ。ルームメイトはウ

最初のメンバーは高校のときの乱鼓「Ⅳ緒に暮らそうよ」って最初っから話してて。一人は入れ替わったけど
今でも仲良く3人で。円満シアワセ家族で暮らしてます。

－最後に一言お願いします。

あんまり深く考えずに見てください。あとは・‥ないなあ。あまり欲のない人間なので（笑）。

－自己紹介からどうぞ。

小泉めぐみです。えーと、白己紹介　自己紹介　小泉めぐみです。趣味はポストペットのモモちゃんの
収集です。部屋はまっピンクです。私と同じ大きさのモモちゃんがいます（150cIコ）。
－どこが好きですか？

ピンクでしょう～？ピンクの旅。もうそれだけで画期的でしょう（笑）。だってそれまでは構って言え

ば茶色でしょ。しかもショッキングピンク。
－ピンクですか。

／、イクもピンクがよかったのに。あ、でも塗るとヤン車っばいからなあ。
－そういえば…隠しちやダメよ最近のニュースを。

事故ったよ（笑）。事故りましたよ。トップニュースですよ。ねえ－ほんとに。今まで何回かあるけど、
今までは自損だったんだけど。また。相手の人がいい人でさあ。パイクは今とりあえず修理で。見積も
り入院中

－今までに出演した舞台は？

シリアス、不条理、日常。色々やってる。初めてのところが元芸人さんのでね。笑わせるのが好き。ど

れも楽しいけどね、それはそれで。厳近世の中暗いでしょ。だから芝居で難しいのとか、わざわざ思い
の見せたりするより、単純に面白いもの見せたいのね。そういう点で今回は結構いいかも。
一－今回の役どころ「アシタ」ってどんな入り

ぇ一つとね。まあ‥・突っ走ってる人ですれいろんな意味で。何をするにも全力授乳でも視野が
狭い。周りが見えてないって言うか・。そういう人、見てる分には好きなんですけどね。やってみ
たら面白いんですよ。自分の世界で突っ走っちやってる感が。いい意味でマイペース。恋い意味では自

分勝手。
－周りを振り回すんだり

今のところツタンちゃん（姐）、振り回されてますねえ。そういえばアンタの年って45なのね。45って意
外と近いのよ。聖子ちゃんて42なのね？で、その3つ上なのよ。そしたら役作りに困っちゃって。年寄
りでもなく、若くもなく、その間というのが難しい。ようやくキャラが出来てきたので、あまりうざく
ない程度に。

－公演が終わった何がしたいですかつ

温泉行きたいね。「遺井さん二階から落ちちやって大変だったね－。Jとか言って書でも、あのね－
モモのクリスマスツリーとか（見たい）。むかし池袋のサン／ヤイ／の吹き抜けに作られたことがあっ

て。あたし実物見られなかったからね。もうやってくんないかなあ。等身大がでてくるようなイベ／ト
はよく行くの。結構何度も顔あわすような人がいるの。向こうもそう思ってるだろうな（笑）。

－最後に一言。

うん、そうだよね。結構ルールがさあ、今の時点でお客さんに伝わるかが心配お客さんに伝わって楽
しんで貰えればなあと。年末に笑って正月を迎える、見たいな。私が出てきたときには温かい目で見て

・感奮蜜子華・去二一二二三；∵

一一一福島出身の名残が出て大変みたいね（笑）。

ちゃんと出来ていない自分が歯揮いんですよ。本来ならそんなところでとめられてちやダメなんです
けと、でも言われなくなったら終わりですからね。頑張ってます。
－稽古はどうり

充実してます。出る以上最低限のものを、と思いながらまだ出来ない自分にまた股が立ったり。
一一稽古場にいつもバイクで乗るよね。

買ってよかったですね。一日でも雨が降ったりして乗れなかったりするともう。乗りたくてしょうが
ないですね。冬で寒いのは我慢するとして。
一一長距撫とか乗ってるのり

実家に帰ったりとか。夏は血がぶつかりまくって大変でしたね。凹舎の血は結構でかくて痛いんです
よ。昔は鼻に入って、大変だったんですよ。とめたら負けかなとおもって。当たるより揃いですね。
むずむずするんですけど、鼻毛に絡まって大変で。
－雪はり

いわきのほうはあんまり雪降らないですけどね。路面が凍ってたりするとこわいですよね。お客さん

でアド／くイスくれる人いたらアンケートに香いといてください．
－いわきにはよく帰るのつ

いわき大好きですからね。帰れるときには帰っちやいますね。最低2ケ月に1回は帰りますね。塩屋崎灯台って所に行くと、

美空ひばりの歌が流れてくるんですよっあとは　実家に帰ると友達と遊びますね。時間がゆっくり流れてるんで、わりとそう
いう心の余裕というか、そんなのがあるんですよね。

－今回の役どころを教えてください。

警′白でありながら、悪いこともする。けど、好きな人もいる。人間くさいですね。でもイエスマ／で、艮いことでも悪いこと
でも従ってしまう、みたいなところがあります。最初は全然役（の形）が決まらずに、ようやく見えてきたくらいですか。基本
的にはパンリ系の人間かな。演じている中で陽気なキャラでやろうとしても出来ていない時とか、そういうところにてこずっ
ています。警察官に対して責面目という先入観とかを持っているのかもしれなくて、そんなのがジャマになってるのかもしれ
ませんね。台木が頭の中でまだこんがらがってて。でも前回とはまた別の面白さがあって楽しいです。

一一番わってから何がしたいですかり

寒いんですけど、野球はやりたし、ですシ　後は実家でのんびりと。
－すぐ実崇に帰っちゃうのウ

クリスマスはバイトですこ悲しいこと聞かないでください。働かないとむしろ寂しいじやないですか。苦クリスマス前に合コ
ン行ったら　′うわ売れ残りぽっかりj　とか言われて（混）。散々ですね。



／′～‾＼＼、

ー日月のダムダムお疲れ様でした。

有難うございます。皆さん見に来ていただいて。

－どうですか、こんかいはその事情もあり、かなり稽古時間が短いと思いますが。

いや、でもそんなに桝と薫がないと・・。（向こうのほうでふよう爆笑）
…うわー、ひどいこといった。

なんならあたしのほうが一歩リートとか。竹田さんにガンガン探りいれてますから。

－じゃあそんな貴方の役どころを教えてください。

役ところ。うーん、なんだろう。うーんと。惰性（笑）。いや違うリードしすぎてこんな、ね。なん
だろう。なんかミユキだけは何にも執着してなくて、でもそれがあたしの執着、みたいな。例えばア
イツはrお金」とか、ヤツはr自分の考え」とか、ユクさん（※ユウシロウ→中川）は‥・「時間

」？良い意味で5人の考えや個性がパラパラになってるといいな。後は思うんですけどね、見ていて。
個　個たっているというれ　お客さんはどう．習うんでしょうね。

－白の五人は、小原さんを抜いた全員、前回公演でも一緒だった詐欺師縮ですね。

そうね、そうなんですよ。までもなんか。位置関係がちょっと違うから、あんまり同じって感じはし
ないけど。なんだろうな。遺井さん・・・ねえ。

（狩野ふらっと登場）やっぱ道井か。
悪口じゃないですよ。逆に歪が合いすぎちやって、逆にあわせないようにするのが大変なんです。

【　道井と長いもんね。

中川さんは‥・よし。本当に文句∃っちゃうか（笑）。中川さんは稽古中に剋こ戻ってツッコミす
るから、役だったらしないだろうなツッコミをする。だ刀、ら（実っちやって）稽古にならない。竹本

さんは、芝居中なのにルービックキューブの動きぽっかり気にしてて、段取りぽっかり気にしてて。

そんくらいもう覚えろよl′くカ†
－そういう文句大好き。

あっはっはっは。でも、やっぱりほら。やっててね、なんだかんだ占ってても楽しいですよ。いいと
ころいっぱいあるし－。（しらじらしい）

（ふよう、近づいて来てれ言）なんかムカつくなあ－。
あ、でも一番（台詞を）かむのはあたしです（余計しらじらしい）。
－一番お気に入りなのはなんですかり

えーとうしようかなあ。あの、黄色の家の奥さんが子供の匂いをかいでるんですよ。オマタとか（笑
）。奥さんと子供のからみ。良いキャラしてるっ

一一公演が終わったら、何をしますかつ
、イトを探します。バイトをやめました。今日。店長にキレて、「今日でやめます」といって仕事を

準えてきました。やめちゃった。もうすぐ3年になるはずだったのに・
一一今日1うわ－リアルタイムだ。

とりあぇずお金を稼ぎたいと思います。良いバイトがあったら紹介してください。
（狩野再び登場）エーやめるの大歓迎ですよ。ウチ（どっかのプロントです）来るかつ

て∵／で－ウあーでも日○橋は遠いんだよな－。

一一最後に一言

これ最後の一言にはふさわしくないかもしれないけど。爆笑問題の太田が【劣情もよおす」って育英
モ］つていたんですよ。別に見てるわけじゃなくて、ただ点いてたテレビだったんですけど。聞こえ
てきた途端「なに一一†」と思って見ちゃいましたよ。ちょっと感動したので、皆さんも街中で使って
1てください。「劣隠h
－普通の話し言葉じゃ使わないねえ。

元、じゃあ最後にちょっと褒めとこうかな。
－あー、いや、いいです。

「良い意味で5人の考えや個性が
バラバラになってるといいな。」

■新野彩子（ミユキ）を－

「あの人は自分の欲望を止める

リミッターがないんですよ。」

■酒巻誉洋（モトマ）

盛儀一
丁｝

■小柳ふよう（アカネ）

「なんならこれはダムダムの

公演ですよ（笑）。」

－ダムダム弾団へ入団オメデトウ。

ありがとうございます
－うれしくなさそう）。

いやいやいやそんなことないでしょ。

うれし－。・・・恥ずかしいんです。
－なんで？はすかしいですかつ

愛してますよ。ダムダム。

－今回は前回と違ってダムダム弾団のの正式団員として参加するわけだけど。

顔に泥塗るわけに行かないですから。つぶしますよ。なんならこれはダムダムの公演ですよ（笑）。
－つぶすといえば、道井がダムダムの公演をつぶす可能性もありますから。

だむ2では抑えられてますよ。それでも、やってしまう、遺井。でも電夏ではすごいですね。やめさ
せたほうが良いですた⊂　ちゃんと。前ダムダムではMさんを何度も何度も本気で殴って泣かせました
からね。
－アイツ最低ですね－。

蚊低ですよ。アイツ本気で最低です。本気でナントカしたほうが良い。

（中川さん登場）何とかなるならやってるよ。
（高松さん登場）ちょっとあきらめ入ってるからね。「飛ばせとけ」って。

－来年一本除いて全部道井と一緒ですから。l

あたしは別に道井と絡まないですから殴られる事もないですけど。まあ遇井がどんな大人になっても
知ったこっちやないですけどね。

－今回の役どころを教えて。

正直判らないですね。だってさっき、また例のごとく小部屋に連れて行かれて、ミルクが言ったひと
こと。頭を抱えて「このままじゃ俺らいらない」あの小部屋で過ごした1ケ月はなんだったんですか。
竹田さんに説明して頂わなきゃ。稽古場に来るたびに頭が痛くなるのは小郡尾のせいです。
－小部屋のせいか、小部屋で一緒にいる人のせいか。

うん、それはもう　　‥あれです。聞かないでください。周知の通りです。イッツ連帯責任です。
電夏総出で。

－だから役どころはつ

役どころといえば、今回二回凋ですよね。途中からアテガキされてるとしても、何でああなっちゃう
んですかね。何でこんなに馬鹿にされてるんですかね。ハカにしてませんかね（笑）。
一一一いや、なんか見てると／く力にされてるのではなく、日に日に・

あれ。じゃあ馬鹿になっちゃうってこと？あたしのせい？何を求めているんですか私に。そこんとこ

ろ竹田さんとじっくり話したいですね。どうしろと？l本当もう、なんだろ（笑）。見ていただいて

教えてください。てか本当わかんない■どうしろとl

一一一で、今回の役どころはつ

えっと、あたしのことを誰も知らないところに行きたい。海外逃亡ですね。ちょっと人の日に触れた
くないですね。いやいやいや、無人島じゃないですよ。緑がたくさんあって。誰も私を知らないとこ
ろで。そしてもう二度と帰ってこない。あれ、無人島か9

－で、役どころはり

本当電夏さんは扱いひどいですよね。おかげでデフキャラでしょ。で、なに？ヘッドでしょ？電夏の
メンバーにわかってもらいたいのは太ってない。ニノウデタブタブしてない。元ヤンではない。

（中川、メチヤメチヤ遠くから）ニノウデ子、鮫肌。ぶっ。
ちが－うI

－さて単刀直入に。今回の役ところはり

私が皆を不幸にしてますね（笑）。■哲の権化。俺さえいなければ皆大丈夫だったはずなのに。や－あのねえ。うーん勺　役の内側を遊んだ
ほうがいいのか削ったほうがいいのか迷ってますね。どういう男の方がより望ましいのか。遊んだキャラにしたとしても結局真面目な部

分があるから両方持たなきやいけないんですけど。まちょっと今は、侯は侯の時間が（煮詰めるために）欲しくてしょうがないですね。
－まあ演出助手もしてるし。

役や立場としてはよく理解できてますけどね。でも地図で例えたら、「世界地図書いたけど、まだ国ごとの色分けしかしてません」みた
いな感じですね。山脈だの川だの全然書いてない感じ。圭れてない感じですね。まだまだ納得してないです。あとは　モトマさんはアレ
ですね。ウラヤマシイですねああいう人は。
－どのへんがつ

こう欲望に対してとっても正直ですね。そこがうらやましい。目指したいとこですよじ　僕はそうなりたかった人ですよ（笑）。

一一雇い人ではないのり

（柄舌の）最初にモトマの紹介を読んだんですけど、考え方は（自分と）同じでした。ただ何が違うかって云うと　侯は正直になれない
から。あの人は自分の欲望をとめるリミノクーがないんですよ。普通はあるでしょ。ただ止めようと思えば止められるのに止めてない「
言l算Jみたいなのがあって。判っててやってるわけですよ。善とか歴とかどうでもいいんですよね。「表面的にはモラル張り付いてるけ
ど、本当はモラルなんて私の辞書にはない」みたいな。うらやましい、本当（笑）。

－終わったら何がしたいつ

お金が欲しいっすね。バイトですわ。
－やたらバイトに落ちるという噂が。

落ちてますね。今年11月までで幾つ落ちたんだろう。マ／ガ喫茶でしょ、もう終わったらすぐ忘れていくんですけどね。日雇いはダメで
すね。つまらなすぎてもう二度とやらないでしょう　なんか後ろ向きな発言しかしてないですね。大丈夫ですかねこれ。
－ん－。大丈夫でしょ。

あとは　引越ししたいですね。風呂のついている家に行きたいですね。なんていうか、普通銭哀別こ行ったりするとゆったりするものでし
ょう。僕は毎日なんで、シャワー浴びに行くのが400円みたいな感じで。高いですわ。ただ凄く立地条件がいいんで今の家は、しょう
がないんですけど。
－妥協できないと蒙って引っ越すもの、かなり

そうそう。壁が痔すぎて。こないだついにキレましたよ。1時過ぎに帰ってきて、朝の4時くらいまで大音量で。隣の部屋の小野寺がね、
夜中に女連れ込んでうるさいわけですよ。すっごいドアをたたいて。そしたらいきなり静かになって凸　でもでて来ないから部屋の前で。
「うるせんだよ」しか言ってなかったすね。でて来てもそのまま。安らいでないっすれ　安らぎた－い。

－安らぎたい　癒しを求めてるつ

ええ、もうなんかいなくなりたい。いなくなってしまいたいです私。水に執ナるなら溶けてしまいたいです。夜眠れないんです　こうい
う話ばっかになっちやってもう†だめだよ（笑）l楽しい話をしましよう。楽しい諸。
－引越し先の条件はり

世田谷からは動きたくないんで、まあ区内のどこかですね。そして窓が開けられる場所。開けっ放し。開け放たれる場所であること。あ
と風呂ですね。まあ、シャワールームとか。お風呂につかれなくても洗えれば。

－最後に一言。

最後ですか。うーん。なんで人間に生まれちやったんだろう（笑）。一生唄っていたいのに。
あ。終わったらラブホテルで働きたいです。行ったことないんで。



■PRODUCE　　　　　　　■PERFORMAluCE　　　　　　　　　　　■STAGEDESIGlu

■脚本／演出：竹田哲士　　　　　小原雄平逆井良樹高松亮　中川崇宏　斉藤ミルク　■照明・岩田麻里（CAで）■協力

：霊宝冨器．票至芸慧／高松亮　竹本哲也磯貝美香（（株）Creo†eJqpQnAgency）■音楽●慧完吾
■音響効果・松平信維

■宣伝美術・OFFICEFhp－Tbp

■舞台監督：佐藤貴之

■装置・武石書生

■衣裳：狩野智子

■小道具・米倉由美

■制作．村上朋弘　濱本円　　　　片桐はづき
市川裕子西相知紗　：］こ差違羞み

期間・2004年12月08日（水）～12日（目）渡過智行

劇場・中野ウエストェンドスタジオ　小柳ふよう新野彩子（ダムダム弾団）

問い合わせ　オフィスFLIP－TOP　　酒巻誉洋

株式会社キヤノン

勝美印刷株式会社

（株）Creq†eJopon

Agenc

ダムダム弾団

明治大学演劇研究部

C．AT．

広木美智子
佐々木滋
（順不同・敬称略）

▼電動夏子の今後

■電動夏子安置システム第12回公演

『＃012扇動屋合戦』
脚本・演出：竹田哲士
2005年3月23日（水）～3月28日（月）

劇場：アイピット目白（JR山手線『目白』駅徒歩7分）

■電動夏子安置システムApplicatiorr．5

『タイトル未定』
脚本・演出・構成：電動夏子安置システム
2005年5月下旬

劇場：未定

■電動夏子安置システム第13回公演

『＃013Performen参（仮）』

脚本・演出：竹田哲士
2005年12月22日（木）～12月26日（月）

劇場：シアターモリエール（『新宿』駅徒歩3分）

■竹本哲也　客演

東京セレソンDX『口笛』
2005年8月1日（月）～14日（日）

劇場：中野ザ・ポケット

▲客演俳優の今後

■片桐はづき　出演
X－QUEST

『鬼と悪魔のファンタジー』
2005年1月8日（土）～16日（目）

中野ザ・ポケット

※詳細はこちらをご覧ください！

■小柳ふよう・新野彩子・小舘絵梨　出演
ダムダム弾団第5回公演
『神様のトリコ（仮）』

2005年3月18日（金）～22日（火）

王子小劇場

■酒巻誉洋・小舘絵梨　出演
エレファントムーン

『夢を見る。まどろむために』
2005年5月12日（木）～15日（目）

中野ウエストエンドスタジオ

▼募集のお知らせ

役者、スタッフ募集のお知らせ
→電動夏子安置システムでは、今後の活動に向けてさまざまな人員を募集しております。

舞台、照明、音楽、映像、制作、企画…貴方に出来ること、これからやりたい事などを
お知らせください。そしてこの劇団の新たな飛躍のために力を貸してください！

※詳細は劇団までお問い合わせください。

スタッフ請負のお知らせ
→電動夏子安置システム内各スタッフが貴方の公演を請け負います！当劇団の公演を見て興味を

持たれた方は、まずはお気軽にご連絡ください。

舞台美術・装置作成　【架け橋】　　　　siba－inu＠ezweb．ne．jp　／090－8107－3292（担当・佐藤）

客演・その他スタッフ【オフィスFLIP－TOP】fliptop＠dna－SyStem．COn／03－336ト0130

電動夏子安置システム／オフィスFLl一丁OP
03＿3301＿0130
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