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盛◎opMa鮎HopMaN（ジ工ノルマの骨組）
『XeHopMaN』とは、命令を課された者『ノルマ』と命令を配置する誘導者『ジ工ナー』を中心に展開する
作為的な制約空間の総称である。

我々はこの空間を用いる事により、世界を形作る基礎的単位である「自分」と、それ以外の「他人」を通して、
世界の構造を探る一端を垣間見る事を目的とする。
『XeHopMaN』は人と人とのちょっとした言動が及ぼしあう一種のゲームである。
近代『XeHopMaN』の発祥は19世紀半ば、ナイチンゲールの勇姿が語られる、クリミア半島をめぐる戦争
においてである。
かの戦争における最大の激戦といわれたセヴァストーポリの要塞戦にて、帝政ロシアの陸軍少将ドミトリイ＝
二コラ工ウィチ＝アセクセーエフは、執拗に押し寄せる英・仏同盟軍の攻撃を何か適当な理由をつけて、適当に
かわしながら、時には「もうやめろ！」とか言いながら。比較的暇そうな少佐とかを何人か集めて、「テト」ス
やろうぜ。」とか、「モノマネしろ。」とか「ピロシキで1ボケしろ。」とか言ってたわけだが、そのうち、そ
れらを総称して「しぼり」というルール（命令）をもらだした。つまり、「モノマネ」とか「ピロシキ」とかは
「しぼり」の一種である。

ドミトリイは、日常を「〜しなければならない」というように、「しぼる」事によって新たな面白さを求めよ
うと考えた。結局のところ、何一つ面白いことの無い日常において、このような理不尽な「しぼり」によって、
何かしらの緊張と、それが及ぼす周囲との「ズレ」に快感を覚えつつ、「しぼ」られるその不自由さこそが、人
が「生きる」うえでの崇高で最上の価値である。と考るにいたったのだ。
それはそうとして、部下が目を離した隙に彼は敵陣にウーツと
突入して、ウーツと銃弾に倒れる。
彼の遺体の左胸ポケットからは、ぐちゃぐちゃになったピロシ
キが見つかっているが、これは最後の言葉は
「なんのピロシキ（これしき）…」
と記録が残すことから、身をもってボケだとされる。

1亜澗

我々財団は、このドミトリイの意思、つまり、人間が本当に人
間らしく生きる意味。そして戦争中にタジャレとかゆって、はし
ゃぐのはいかがなものか」。この教訓を形にするため、競技とし
ての研くeHopMaN』を定期的に開催するに至り、すでに1
世紀半を迎えるものである。

ドミトリイ＝二コラ工ウィチ＝アセクセーエフ
（1809−1856）

現在では、この「しぼり」という命令与えられた者を《ノルマ（HopMa）》と呼び、例えば「食べる」
「笑う」「走る」というような動詞的行為をその管理下に置くことで、完全な合理人間を競い合いの元に生み出
陥

そうとしている。
このゲームに生き残った者こそ、後世に遣るべき人間の類型であると我々は信じる。
これはそのような神の視点をもった崇高でバカバカしい争いの、物語なき物語である。

t■ l畑軋別私闘酎酢

今回は、数あるゲームのルールから『貿易』という方法を用意した。
そこで、ゲーム観覧者にはこの言葉を贈る。
『この15人の言動に、無駄なものは何一つない。』
ここで行われるすべてを観察して、すべての意味を考え、何かに結び付けていただきたい。

JJ好

ドミトリイ三二コラエウィチ＝アセクセ¶エフ

攣

D N A

財団

自らの意思とは関係ない、急にふって沸く 《命令》に沿った行動を、一般生活で強
いられる《ノルマ》という存在がある。
そして、理不尽な『命令』を整理・管理し、《ノルマ》がより自然な生き方を送れ
るように知恵を尽くして誘導する《ジ工ナー》という存在がある。

＼＼l

ヽヽ

＼＼

V宣

【XeHopMaN】は「自分」と「他人」の関わり方、殊に言動の及ぼす影響から、
人間らしい生き方と、その存在意義を探る、非常に不条理な方法論である。

【11月版】でご覧頂くのは数ある【XeHopMaN】のルールの中の一つ、「貿易」
ゝ譲ノ宮 と呼ばれる制約である。

噂、

以下唱易」におけるルールを爵する。
『貿易』−20の法

1．14人の

を7人ずつ2つの組に分ける。
ある空間で一定の状況を演じ、

そこに即した盲動が求められる。』F＋木立∴十歳

3．各組には、1人ずつ≪ノルマ≫が存在する。
4．≪ノルマ≫は迅速かつ自然に、一つでも多くの『命令』を行動しなければならない。

5．但し≪ノルマ≫本人には『命令』の内容を明かされる事はない。
6．各組には、2人ずつ≪ジエナー≫が存在する。
7．各組の≪ジェナー≫は、『命令』の内容に沿って≪ノルマ≫の行動を導く。

但し他の者及び≪ノルマ≫本人にすら『命令』の内容を明かす事はできない。
8．各組に臥 4人ずつくスイラー≫が存在する。

【謹

9．各組の≪スイラー≫は相手の組の≪ノルマ≫の行動を阻止する。
また、≪ジェナー≫の意図を汲みとり、自組の≪ノルマ≫の行動を助ける為の最大限の働きをする。

10．各組≪スイラー≫の内、1人は敵方のスパイくヴィナー≫である。
鵜野羞関予1室﹂1

但し、《ヴィナー≫が誰であるか、その当人しか知りえなく・その働きによってのみ、存在を明らか
にできる。

11．この空間には【輸出】【輸入】【会合】という3つの時間が存在する。

12．【輸出】の時間には複数の『命令』が存在する。
13．【輸出】の参加者は各チーム《ジエナー≫1名、≪スイラー≫0〜4名とする。
14．【輸出】の時間にはチームに属さない≪ジエノルマ≫が1人存在する。

15．【輸出】では、数ある『命令』から、《ジェノルマ≫に、1つでも多くの
『命令』を行動させる。

16．行動させた『命令』は、相手チームの『命令』として『輸出』できる。
17．【輸入】の参加者は各チーム≪ノルマ≫1名、≪ジェナー≫1名、≪スイラー≫0〜4名と、チーム

に属さない≪ジェノルマ≫が1人とする。

18．【輸入】で臥制限時間内に、自チームの≪ノルマ≫に、【輸出】の時間に相手から押し付けられた
『命令』を一つでも多く行動させる。

19．《ノルマ≫に『命令』を行動させ『命令』を消化した組、もしくは『条件』を満たした組は勝利する。

20．勝利なき組臥連帯してその罰を負う。
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参加者名簿
※役者に以下の質問いずれかに答えてもらいました！
A．あなたの不条理な（ジェノルマ的）体験
B．役どころと自分
C．自己紹介
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奥羽（オウウ）
職業：個人タクシードライバー
役職：Cチーム ノルマ

小原雄平の『B．役どころと自分』

性質：懐疑

奥羽はこの芝居のテーマを担うキャラです。
タクシードライバーです。
めざましテレビのお天気キャスター愛ちゃんに
ひそかに癒されてます。
家庭は結構崩壊に向かってるのかと思います。
妻はよくやってくれてます。
娘のトモ工の将来が気にかかる日々です。
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中路（ナカジ）
職業：無職（元傭兵）
役職：Cチーム ジェナー

性貿：支配
野口雄介より、『A．あなたの不条理な
（ジェノルマ的）体験』
池袋、サンシャイン一階のとんかつ屋に
訪れた時の事。完全に紬の空間で他の従業員は
普段着の中、タキシードを着た疲れきった顔の

おじさんが案内してくれました。それだけで
「？」でしたがその服装からは想像もつかない
丁寧な案内の言葉が出てきました。
「入ります？…あ、じゃあこっちに…」

食事を済ませ駐車券を出すと食事料金が100円足りないので駐車無料券が出せ
ないとの事。それで千円樫の駐車料金払うのもアレなので100円のジュースを
注文。先程の席で飲むのかと思えば店の外で渡してくるタキシード。「ここ
で飲んで下さい。」飲んでると「やっぱいいや、はい」と駐車無料券をくれ
ました。タキシード・・・雑。
でも何より不条理だったのは店先のウインドウの中。三色ミックスフライ
1200円の横に全く同じ内容で量が半分のお子様セットが。旗などお子様らし

虹；警警識票呈羞貰怠毒‡冨讐∵讐温品謂蒜窟
『これも、愛。それも、愛。』
〜危婦人のシバイとタンタンのキリ工が織り成す究極の愛〜
日程：2007年11月21日（水）〜25日（日）

会場：渋谷・ギャラリールデコ
WEB：http：／／www．madamadamoon．com

●Smillions club

vol．2［フラクタル 田舎から東京そして田舎〜』
日程：12月26（水）〜30（日）

会場：阿佐ヶ谷シアターシャイン
WEB：http：／／homepage2．nifty．com／8milli／

永島さや任より，瑚感自己紹介』
永島さや任です☆自己紹介します。
七夕生まれ23才です。
好きなたべものはミニトマトと韓国のりと

だがしです。
最近成長期みたいなのでまだまだ身長がの
びてるっていわれます。
『のどに扇風機が入ってる声だね』って中
学校のときにいわれてびっくりしました。
バスケが好きです。球技がすきです。
今回の公演に参加させていただけてしあわ
せです☆ありがとございます☆

流川（ルカワ）
職業：板前
役職：Cチーム スイラー

性質：奔放
道井良樹の『C．自己紹介』
最近、めっきりお寿司好きの道井です。
勿論、はんぺんは相変わらず大好きです。
今回のメンバーの中に、数人はんぺん好きが
いまして大変心強いです。
段々と横っ腹に肉が付いてきました。
危機を感じます。
夜遅い時間での飲食飲酒が気持ちいいです。
危機を感じます。
食って腹一杯になってから寝るのが快感です。
危機を感じます。
えー、今のベルトの穴は死守する方向で。
そういう訳で、今回の役は板前です。
板前っぶりが出てくるのは一瞬ですが。
そこを逃さないで下さい。
一体どこが板前的瞬間だったのか。

ヵ檻、

分かった方はアンケートに書いておいて下さい。
抽選で3名に粗品を贈呈しよ−と思います。
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小泉めぐみの『A．あなたの不条理な（ジェノルマ的）体験』
行く先々でトイレットペーパーを取り替えることが多い。
家のトイレで。会社のトイレで。ランチに入ったレストランのトイレで。
駅のトイレで。稽古場のトイレで。稽古後の飲み屋のトイレで。
1日6本は多くないかっ！？

皆さ ん、トイレットペーパー使い切ったら、ちゃんと取り替えてから
出ましょうネ☆

蒲生（ガモウ）
職業：新幹線車掌
役職：Cチーム スイラー

性質：従順
澱野点㌣牒碍樗覇胃酪
（新野彰子）

新野彩子の『B．役どころと自分』

長距離（中距離）電車に乗る時に全く健康体なはずなのに、
「酔う」「もよおす」等の命令に高確率で襲われます。
一駅ごとに葛藤。一人「汗をかく」に捕われて無理矢理寝たふり。
大体は「寝れない」に押し倒され目をしっかり
開けたまま一点を見つめてますが。
そんな時、目的地に着くと大体治ります。
ただの密室恐怖症なのか。

蒲生少葉子。。。
スクナコ…ひどい名前です。
少ない菜の花の子供です。
お仕事は新幹線の車掌らしいです。
新野は新幹線でよく京都に行きます。
三十三間堂が好きです。
蒲生少薬子はきっと清水寺がすきです。なぜならば遠くが見えるからです。
真っ直ぐなヒトで、きっと高いところが好きです。

あたしと似ている所を探すとすれば、我慢強いところでしょうか？？
我慢して、人の顔色見て、日本人ぽい日本人だと思います。
そんな彼女に少しでも共感を抱いていただければ嬉しい限り。
一生懸命すぎて、自分が傷ついていることに気付かない。
そんな普通な人。みんな好きに菜って欲しい菜。
以上少菓子でした。（＋＿＋）
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職業：私立高校教師
役職：◎チーム ノルマ

性質：短慮

歯

約三壷ノ 胆や 還蓋…芸芸≡ムジェナー

ヽ豊艶渡辺美弥子の『B．役どころと自分』
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楽しんでください！

門倉さんの中味はこどもです。自分の目の前に広がる世界に
毒怒哀楽して好奇心がコロリコロリと移り変わっていく。大
人が矛盾を成立させるために取り繕ったり，理由づけしたり
する時間をことごとく無視して生きる小動物。かわいいけど
こにくたらしい生き物。
だけど大人がいなけりや生きていけない。
そんなふうにつくりました。
【今後の活動情報】
●elePHANTMoonVol．5
『GoodMorningEverything』

日程：12月13日〜16日

会場：王子小劇場
・∫

・

●『コントラマス』

脚本・枯林広志
日程：1月31日〜2月3日

藩

会場：新宿バイタス
（渡辺美弥子）

渋利（シプリ）
職業：少女漫画家

LL、

役職：￠チーム ジェ轍、

性質：自信
阿部恭子の『B．役どころと自分』
渋利の職業は少女漫画家です。
結構純愛系のいい漫画を描きます。、
いつも自室に龍もり作業して
いるので他人としゃべるのが
苦手で初対面の人の前だと、
もうどもります。逆に普段
で
一緒に仕事するアシスタント ナ

嵩篭黒㌍㌣、 雷、

あと、人にあまり会わないために服の趣味が極端に惑いです。
むかつく女ですがジェナーの仕事は信念を持って真面目にやっ
てます。意外に誠実なのかもしれない。私はこの役をやってど
もり癖がつきました。
＼粁帖転際鰍

【今後の活動情報】
●多少婦人
第5回公演『おい、だんし！』
日程：2007年12月14日（金）〜16日（日）

会場：シアターミラクル
WEB：http：／／www．sepia．dti．ne．jp／tasyouhujinn／01．html

部屋の床に髪の毛が落ちているとどうしてもコロコロせずに
はいられない。これはもう一種の病気です。

【今後の活動情報】
●『コントラマス』

脚本・枯林広志
日程：1月31日〜2月3日

会場：新宿バイタス

∴
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今回かなりお馬鹿な西江さんを演らせて頂いきます前田
晶之と申します。
今回の舞台。役者の一言一言が謎を解くヒントになるか
もです。注意深く観ても楽しめる感じになってます！
お馬鹿な西江さんも同時に楽しんで頂ければ嬉しく思い
ます。
今日はご来場本当にありがとうございます。ごゆっくり

那賀谷（ナガヤ）
職業：衆議院議員秘書
役職：◎チーム スイラー

性質：多弁
小笠原佳秀の『B．役どころと自分』

難波（ナンバ）㌍

那賀谷さんは議員秘書だそうです。「議員秘書」
頭良さそうな響きです。高卒の自分が議員秘書。
那賀谷の見た目はA型ですが、小笠原はB型。
人々に忌み嫌われるB型です。ではA型は忌み嫌
れないのでしょうか。ABは。0は。ね、そん
もんでしょ。そんなものに囚われず那賀谷を演
じます。ボスカレという劇団の役者です。普段は
賀谷とは正反対です。お客様に嫌われたら幸も
です。じっくり観てください。
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日程 2007年12月1日（土）〜2日（日）

会場

役職：◎チーム スイラー、

性質：利己

戦

勝

ト

【今後の活動情報】
●ボスカレ番外コント公演ボスコン

職業：大学院生

笹塚duoステージ

お問合せinfo−bosukare＠bosukare．com

片桐はづきの情』

室尾（ムロオ）

今現在（注：10月下旬）、なしおさん宅にて鍋パーティー。
迫り来るパンフ原稿の締め切り時間…。
わかってるわかってるんだけど箸が止まってくれないんで
す。書かなくちゃ書かなくちゃなんだけど体は食べてしま
うんです。これは多分ジェナ一に操られてますよ。

職業：AV監督
役職：◎チーム スイラー
・
ザ

性質：偏執

あと朝起きたら逆さだったとか裸だったとかね。
寝てる問に命令されてるに違いない。
岩田裕耳の、『C．自己紹介』
電動夏子安置システムさん本公演
初参加の岩田裕耳といいます。
メタリック農家という劇団のもの
声と身長とコミュニケーション能力が
低いです。もうちょっと背が高かったら
もうちょっともてたかも知れません。
錯覚かも知れません。何の話ですか？
趣味は単独行動です。最近その趣味が裔伊拶琴海】り、まず。人見
り脱却しつつあります。錯覚かも知れません。何の話ですか？今
日此処に来てくれたことに感謝します。

【今後の活動情報】

●『親兄批バレる』（「お台場SHOW￣GE鵬」参加作品）毒
・2007年12月15日（土）〜21日（金）
・http：／／kaki−kuu−kyaku．com／【柿喰う客】

●箱庭円舞曲
・第十楽章『お前がダメな理由』
・2008年2月27日（水）〜3月3日（月）

・サンモールスタジオ
・http：／／www．hakoniwa−e．COm／【箱庭円舞曲】

【今後の活動情報公演】
●メタリック農家
【箱〜不思議な動物園の話 】

●出演舞台DVD発売中！！
・Ⅹ−QUEST『剣狼』『エロドラマ』『金と銀の鬼』

2008年3月18日（火）〜23日（日）

・http：／／www．gekidan−Online．com／index．php【劇団オンラ

＠渋谷ギャラリールデコ4F

イン】

劇団HP→http：／／www．metanou．com
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●巻頭グラビア・モデル出演！！
・書籍『スイートルーム 中島真一作品集』

臼居（ウスイ）
職業：サラリーマン
役職：ジェノルマ

性質：滅私

・attOmaaC＠dl．dion．ne．jp【購入に関するお問い合わせ】
・http：／／ⅥW3．to／nby【中島部屋】
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☆12月発売予定☆

まあ私に限らず、世の中は何事も命令する側と従う側に分かれま
す。従う側ってのは、基本的にそれが自分の意にそぐわないもの
でも、その通りに行動しなければならない訳で。
ヽ だから命令する側が間違えると大変な目に合うわけですな。
あるボクシング一家を見ていてそんな事を徒然に考えてしまい
した。きっと見えない何かから『プロレス』とか『ヒジでもい
から目に入れろ』って指示が出たんでしょうな。

憲

りあえず、私には『寝坊』って指示は出さないで頂きたいです

攣■い︻−ぷ遇

・お台場フジテレビ本社屋lF「マルチシアター」

じゃあ、何の為に僕らは争ってるんですか？
互いを犠牲にして、それでも人間らしく生きようと思ってるからでしょ？

XeHop禦璧
2007年11月3日仕）〜11月11日（日）

シアターグリーンBASETHEATER

■■■PERFORMANCE

■■■STAGEDESIGN

渡辺美弥子
小原雄平
高松亮
道井良樹

脚本・演出／／／竹田哲士

澤村一博
（電動夏子安直システム）

阿部恭子（多少輸入）
岩田裕耳（メタリック農家）

小笠原佳秀（劇団ボスカレ）

片桐はづき
小泉めぐみ
新野彩子（ダムダム削団・宝井プロジェクト）

永島さや佳（アバンギャルド）

なしお成
野口雄介（神様プロデュース）

前田晶之

企画製作／／／村上朋弘
演出補助／／川l村桂一郎
舞台監督／／／洒巻末由来
舞台美術／／／石田雅大
楽曲製作／／／榊原正吾
音響／／／舌場田良子
照明／／／保谷翔太
照明操作／／／石井紀行（光本舗）
宣伝美術／／／煽動屋企画
小道具／／／オバラック
衣裳／／／オフィスFLIP−TOP

映像撮影／／／大瀧光司
写真撮影／／／荒多恵子
制作／／／村上朋弘・酒井智代
高岩健五・松平信維

■協力／／／アバンギャルド
明治大学演劇研究部
多少婦人
劇団ボスカレ
神様プロデュース
メタリック農家
ダムダム弾団
宝井プロジェクト
■SpetiaIThamks

濱本円 堀川幹子 高橋音伊
吉岡悠 山本ゆい 望月詩歩
（順不同・敬称略）

