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『鮎ttβr¶alf公演記念インタビュー

竹田哲士（電動夏子安置システム主宰／脚本■演出）

西村知紗（Chismopolitanプロデューサー）

電動麦子安置システム主宰であり、劇団本公演の全脚本、演出を革がり
る竹田。今公演の脚本・漏出を担当する牡に、プロデ1－サー西村帆
とにかく聞いてみる。話しかけてみる。一生懸命ふっかけてみました．、

西村　『Better Half』って、初めて再演するお芝居ですよね。　竹田　バレるパレないは別にいいんですけど、椅子に作り十ぷ
竹田　いきなりザックリとしたところから始まりましたね（笑）。
西村　あっ。（順番）間違ったかな。

うん、普段なら雑談だね。
竹田　うん。
西村　えっり雑談ウインタビューつていうから質問考えてきた

のに。

インタビューだからこそね。
竹田　そうね。雑談から入るんだよね。

そうそう。
竹田　やあやあどうもどうもどうも今日は何してたんですか、

みたいに（笑）。
普段カンパーイから入るもんね。

竹田　でそこから30分ね。雑談ぽっかり（笑）。
西村　－　（質問の順番を考え直している）

■仕方ないので仕切りなおしてみる。

西村　お疲れ様です。エー今日は一日何をしていましたか？
竹田　今日？会社でりえー年賀状を刷っていました（笑）。
西村（笑）どんな会社ですか？
竹田　えーとですね、廃棄物とかで環境破壊が叫ばれている中、

ゴミをですね、ゴミと扱わず、常に再利用する静脈産業

を揮う。決して捨てるのではなく、必ずどこかにリサイ
クルの活用を見出す。年々ね、このリサイクル率という
のが上がってきてるんですよ。完全なゴミというのは決
してないんですね。もうね、商品なんですねゴミも。

西村　たとえば？
竹田　たとえばですか？
西村　家庭を代表するゴミとか。
竹田　ダンボールとかですね。ダンボールなんてもう買い取っ

てくれますからね。ビン、缶。全部再利用。ゴミなんて

まれると「ああもう皆会場から出ていかねえな弄り
思っちゃうんですよ。ロビーや受付を見にいかれハん
だって。

西村　でもまず会場に行かないかもしれないですよ。
竹田　絶対行きますね（笑）。まず席取りには行く。
西村　困りましたね。
竹田　じゃあ（このインタビュー）つまらない事言いますか（′乙「）．

■『Bett◎r Half』だけじゃない。デンナツと結婚式，

西村　何気に『Better Half』って2度日じゃないんですよれ

竹田：結婚式関係ということでは3度日ですね。
西村　実際の結婚式のプロデュースをしてみてどうでしたか‘7
竹田：結婚式ってね、関係なくても泣けると思いますよ。宍′〉

て泣いて。まあ笑えるかはその場次第ですけど。エン
ターテイメントとして、だって披霹宴ですから。披露▼J
るんですよ。何かを見せるって言っちやってるのが凄い
よね。何をそんな見せるものがあるんだろう。

西村　それは花嫁、花婿を見せたいからですよね。
竹田　見せたい、のかな。
西村　結婚します、つていうのを。
竹田　見せるんじゃなくてね、見てもらうんですよきっと。新

郎新婦が主役でみてもらうわけですから、だからこっち
は見せ「られる」んですよ。だから、たまに非常につま
らない時もあったり、普通に心温まるときもあったり。
当たり外れは多いですけど。

西利　（本物の）按摩宴で脚本を書いたときはどうでしたかつ
Sonethlng Four（電動夏子の第5回番外企画）の時。

竹田　どうでしたかりまああの一・怖かったですよ。本当2、3
人しか知らない中で、「はいどうも－電動夏子です－」
見たいな感じで出て行くわけで。

ね、燃やしたら全部熱利用ですからね。再利用ですから。　西村　「誰だ電動夏子ってり」ってことになったわけですね。
まあ『Better Half』も再演ですから再利用ですよ。捨
てるもんなんてないんです。

■やっぱり仕切りきれない西村。

西村　そんな『Better Half』のみどころは？

竹田　え、もうシメに入っちゃうんですか（笑）り
西村　あ、やっぱり順番間違ってますか（笑）？
竹田　間違ってますよ（実）。そんな『Better Half』って。

あんまり再演、再演って言っててもさ、普段の（電動夏
子の）公演に比べて初めて見る人も多いわけじゃない。
再演てそこまで気にしなくてもいいんじゃないり

竹田　初演は、パンフを（上前した）後に配ったんですよ。今回
は先配りなんですか？

西村＿式次第です。
竹田　てことは、あまりネタばれをさせてはいけないというこ

とですね。
ま、あまり読む時間もないけれど。

竹田　そうですよね。
でも手元にある限りは絶対読むね。

竹田　読みますね。
西村　あたしだったら必死で読むと思います。バレちゃいけな

いですかね。

竹田　だからね、決してわれわれが主役のつもりで飛び込んだ
のではなく。今回の公演で湯田さんが言ってますけと、
「舞台の一部」として。どうやってそこに存在したらい

いのかな、と。考えつつやったわけですよ。大変でした
ねあれは。

■そして話はようやっと『8etter Half』へ…

西村　どうして『Better Half』を蕃こうと思ったんですか？

竹田　どうして？えー、姉故の結婚式で、「あーつまんねえ
な」と思って見てて（笑）。つまんねえけど、わりと式も
進んでくると、しんみりしてくるんですよ。で親とか親
戚とかさ、泣いてるわけですよ。

西村　竹田さんそこで泣いたりしなかったんですかり
竹田　まあ泣きゃあしませんでしたけど。まあね、こう言っ

ちゃ何だけど、こんなっまんない演出で。つまらないっ
て言っちゃ失礼だけど、こんな普通のオーソドックスな
やり方で適度に笑えて。まあ笑っちゃいませんでしたけ
ど（笑）、友人たちが盛り上がって、みたいなね。新郎新
婦は楽しんでいて、それをみてまた他の人たちも楽しん
でいて。でまあ最後は泣ける。「あ、これはお芝居と　一
緒なんだな」と。

西村：で芝居にしてやる、と。



しても留と負いどこらと泣きどころをカ
チッとしてバコ・

せ録板封．・川

瀧…監禁竃鵠∵

西村：何か伝わる

坪田：幕翻§申。

ハ少年リさせてやれば、もりと魅

針な臥郡や雫
蝮皆’汐帯l対か薮1秒蔑すか？

鋸か惣紘礪恥勧（質）。

督和昭、衷究な別洩役者さんなん

竹田：これね、田々井さんの官業なんですけどね。「つつがな
く」。これに蝕約されていると恩いますよ。良後につつ
がなく終われば、伐ら申せだよ、つて百う。田々井さん
の伯叔だ磨闇さきゥと。何が何でもつつがなく終われば
いい。船瓜そこに向かっていけば。で、なんとなく求め
ちゃうでしょ。ハッピーエンド的な部分。求めずにはい
られないんですよ。普通の人なら。

色合い頂くお客きんも大変ですけ　　西村：普通の人。
。日に日に衰えていくサマったら（笑）。　竹田：そうじゃなければこんな結婚式の芝居なんて観に来ない
畠ピソードむ一つ。　　　　　　　　　　　　　んですよ。最後爆発して終わりとか（笑）。そういうの期
いかないんです。酎・算どおりに行かな　　　　　待してるんじゃないでしょ。

ヽんですよ。だから時間が余っちやって仕方がなく、台　　　　　何を期待してると？

本にないシーンを勝率に作って。高松さん一人にやって

て　　もらったり燐）。何やったかっていうと、会場内をずっ
と「シャワ丁はどこですかjって昏って走り続ける（英）。

西村：効果はあったんですか？
徳田：効果？あーでも本編で高松さんがいきなりバスローブ着

てるの観た時にお客様はわりとわかってもらえてたみた
いですけど。まああんだけ走った甲斐があったかも。ま
今回真冬なんでバスローブ寒いな－つて（笑）。

握村．そうですよね－。風邪引かないようにしてもらわないと。
一手Ll前回は前回で雨だったからね。

竹田：ね。梅雨の季節でしたから。

■キーワードは『予定調和』。

∴＿「－　　リアルな縮婚式との違いは？

瀞田：あー難しいねえ。どっちがどっちってわけじゃないんで
すけど、芝居は所詮作り物なので予定調和というのがあ
るんですよ。ただ普通の披廊宴にもね、同じような予定
調和を感じるんですよ。いっつも心の中のどっかでね、
ハプニング起きろハプニング起きろって、普通の披露宴

に行って思うわけですよ。思ってるんですけど、そんな
もの決して起きないんですね．滅多に起きないんです。
だからそれこそr新郎の昔の女が乱入してきて」とか。
いまだに「新婦のお父さんがイライラしていて、新郎に
殴りかかる」とか。そういうの求めてる（英）のに、ない
んです。そんなことは現夷には。そういうのを「全て起
こしてみました」的な。

西村：あっはっは。
竹田：でも、こっちも予定調和ですから。芝居である以上。そ

れがどこに収束していくのか。まあウソモノですけど、
同じようでいて違うところっていうのはそういうところ
じゃないですか。
あれかな。よく竹田さんの言う「着地点を間違えない」
と似てるのかな。結婚式の調和でも芝居の調和でも、同
じ着地点を持っていて、だけどそこへのプロセスではあ
りえないものを起こしたり、まるで違うハプニングとか。

竹田：披露宴に来て。楽しみたいじゃない？凄いたくさんのハ
プニングが起きて、「うわあどうなるんだろう」って。
だけど最後「あれ、ちょっと私感勤してる」「良かった
じゃん畜生」とか。で新郎新婦に敵後に嫉妬して帰って
いただければ。その披露宴はいい披露宴なんじゃないで
すか？それが披轟宴の正しい姿だと思うんです。

■『B8ttOrHalf』って、なんだ？

西村：ベターハーフはどうやったら見つかると患いますか？
竹田：ベターハーフはね、そこら辺に転がってる答なんですよ。
西村：竹田さんはベターハーフを信じていますか？
竹田：信じてる？そんなものは信じていないけど（笑）。ベター

ハーフがいる、つて言うのは僕は幻想だと息うんですよ。

そんなものは。確かの台詞。伯じちゃう、というかね。
自分を騙しちゃう。信じては失敗して信じては失敗して。
多分この作業がベターハーフを探すということなんだと
恩うんですよ。で、「いた－！」っていうのは結果的な
ことなんだと思う。

西村　果たしてそれもベターハーフ…
竹田：じゃないかもしれない。たまたま折り合いつけて思い込

んじやって。10年くらいたって「この人・だった・の、
かしら」で何年もいるのかもしれない。

西村．「この人かしらJって思ってるのが、栄子ですよね。
竹田　そうそう。
西村：正と栄子がメールでつながってるという。
竹田　臆婚どうのこうのていう静だけじゃなくて、いろいろな

家族的なつながりの語だと思いますよ。新郎新婦がどう
のより、お母さんとしてお父さんとして息子としてとか、
結果そういうものがたくさん1語られているような。いろ
んな家族の姿が散りばめられています。
たまたまそのメインになっているのが、家族の始まりで
あるr結婚式」だと。

竹田：そうですね。
西村：ではそんな陀ett¢rHalf』今回の見どころを。

竹田．えー。西村プロデューサーのベターハーフが碓なのかを
当てた方には、私から粗品を進呈します（笑）。

西村：有難うございました（笑）。



子門正（道井良削
詐欺師仲間。花婿の父役。
お気に入りのスリッパは手放しません。お
気に入りの携帯も手放しません。お気に入
りのお髭も手放しません。お気に入りのプ
リ川ブは常に装着です。資力のお傍に正君。

樟名囁英彦（中川架宏）
詐欺師仲間。花婿の知人。
再演ならではの安心感的ツッコミと
西成だからこそのジオーネで培った
斬新なツッコミぐ　0■’）＼（一㌧仙）の共

春戸舞（美海）
詐欺師仲間。花婿の母役。
舞の「私の坐き様大女優」的な、
本当に拗違い甚だしいlアイタタ
タ～1なとこはお客様余儀で共
感して頂きたいです。こんな『蕗
怒長楽』をどストレートに旧す舞
は、ひたすら今を生きてて菊持ち
いいです。でもね、結局何も残ら

メル友

矢古辺司郎（高松亮）
この結婚の媒酌人。

毯谷栄子（渡辺築称号）
花嫁の母。メール中毒。
交番で指紋とられた過去も
一一一年通がrあきらめた泰の

免許も、棒になった過ムも
27（柑0の家賃も垣間見えなし

は撮』です。

磯谷幸子（志紫野刊
花嫁り　実はこれが3度目。
川ll育．■．恥l／いし、柵、－うどうしようもないけど、「普

山Jト111昔えたl◆）†いです。

真木荘太（前田晶之）
新郎にして結婚詐欺師。
余裕な輿水。テンパッた畔のl■！木目　イの
ギャップのかっこ悪さを楽1んごrl■けりl

ば姉しいです。女他、旦鮎せ．たすん，

田々井部次（澤村一博）
プラトン婚礼部主任。
銅々井一人舞台的な場面（通称　エア』）の、『何だ
かお客様には色々伝わらない感じ』が伝われば良い

毯谷公威（宮島幸蓉〉
花嫁の父。
昭都の家庭に育った子供が平成
になり父親になりました。女3人
に囲まれたこの“親父”に同橋
または何かを感じていただけた

－‾，・・．－

伊勢部英理子（三田早紀子）
花嫁の妹。既婚。
英邦子のみどころは、その細井さ
れっぶり。本来しっかりしている
であろう娘が幾多の物市にひたす
ら振り回されてます。

2匿目の結婚相手

湯田幸宏（小原雄平）
司会をやらされる男。
川′lッ7111ノい　　い′）ゝ　【川rH’代

るでL L　‖　これ、祝Illぴ）ひ／一打ささ

を見て何か感じて卜さればと。

J恩を感じて

引き受ける

遠柵啓司（野口雄介）

欝がt好r▲里alf
登場人物相関図

案1．役のコメントは役者本人ヒりr勘、ており凍
上　仙川■ウ　ノ　′1

※2．披露宴が進行するにつれ、ここに沓かれて
いない隣保が発生、もしくは据見する場合
があります。終演後、お知り合いと新しい
矢印をつけるなどしてお楽しみ卜さい。



町屋伊作（酒巻誉洋）
葬式を望む老人‘，
植刷＝泄ポトの。削椛のズレ。
マイペ一・ス加減く）

田々井部次（澤村一博）
プラトン婚礼部主任。
田やう巨一人舞台的な場面（通称『エア』）の、『何だ
かお客様には色々伝わらない感じ』が伝われば良い

卓J

湯田幸宏（小原雄平）
司会をやらされる男。
川竹rl H亘　二日車が　∵紳IJqミミ‾代

〆〕L L Lう日　でむ、路Hlけ〕ひ／こむきさ

を見て何か感じてトさればと。

恩を感じて
弓lき受ける

遠柳啓司（野口雄介）
ウエディングプランナーb
トーマスは言った。『トップハム
ハット卿、見所は？』彼は答えた。

『とおます違いだよ』それは、ま
た、別の、お請」（卜粂アトムで）

伊勢部誠（井内勇希）
プラトン仲條部副副主任。英理子の夫。
自分ぎ・l日日だとかこってるけど、作
から尻・－いソノコミたくなる様な人ノノ

てい套I L由り　そんなとこてす　あlニ
Pび卿／らうとこ。－

与羽敦子（岩遂佐代子）
プラトン葬儀都立任し
什耶中に時折≠せるデキ欄火力ぶりと、人
を小ハ別こ〉′】る嫌妹な聡さ度がみどころでl

十一一一・一一一一→

亦井和美（橋本綾子）
プラトン葬儀部スタッフ

普通の・かしてると偲／，たら仙をと、ぅ勅勘、
したのか普通じやない雄やり初めてたりす
る所ですかねか

鮎牝ri刊alf
登場人物相関図

※1．役のこリント扶役粁本人よりr削、ておりま
ト（叫■0＿ノノ1

※2．披腐宴が進行するにつれ、ここに薫かれて
いない関係が発座、もしくは館見する場合
があります。終演後、お知り合いと新しい
矢印をつけるなどしてお楽しみ卜さい。



2006年12月16日（金）～17日（日）

神盗娠セッションハウス
束京都新街区爽爽町1閲BIF
O3－3286－0461

滋茄メトロ来間組『御餌』駅よ粥は約分
都営地下鉄大江戸組『申込抑殊鑑』駅より捷少
爪紐武腺F飯田柵』駅より縫歩12分

【pdom卿Oe】

lt1■q

中川畠宏　洩辺弟弥子
小原雄平　迫井良材
南拾苑　　澤村一博
（以上電動夏子安置システム）

岩達佐代子級本綾子
（以上区間☆準急8：45発）

酒巻菅洋（el◎PHANTOMoon）
志賀聖子（ダムダム弾団）
宮島率容（塾ルドピコ学園）
野口雄介（神様プロデュース）

脚本
演出
演出助手
照明
照明操作
音楽

高検音伊・田中
音響／効果　　　無津呂かい清太
舞台監督／美術　佐藤貴之
衣装／小道具　　高給音伊・大磨瑞慈
宜伝美術　　　　村上朋弘
写真投影

怒悪霊志雪男諸芸ヂ之　禁膨

佐紀・田中志乃 協力

栄多虚子
大磯班司
西相知紗・村上朋弘・吸盤
酒井智代・織田巣炒子・曹岡悠

劇場：新宿サンモールスタ
問い合せ：聖ルドピコ学園 TEL O

111－　h

■志賀聖子出済ダムダム弾閏公演
Tl■ト；，‾

2007年3月16日l金）〝25日臓）

劇場：新宿サンモールスタジオ
問い合わせ：ダムダム


	

