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新聞

ら若返りの薬が実際に研

ていて、その時に監督か

いですね」という話をし

か、そういうのをやりた

と若いイケメンの恋と

映画監督と「お婆ちゃん

土田 元々は知り合いの

ていたら面白いなと思い

で、同級生みたいに話し

る。そんな２人が同い年

人は普通に年を取ってい

が若くて、飲んでいない

歳になっても見た目

したら、飲んでいる人は

そういう薬があったと

です。

バラバラ……という設定

よって、見た目の年齢が

まざま。その頻度の差に

額なので、飲む頻度はさ

になっています。薬は高

般化しているということ

さを保てる薬がすごく一

土田 この作品では、若

―作品について

ていたんですが、あると

って、ずっと残念に思っ

やりたいけどできないな

の本拠地であるＭＯＮＯ

来ないんですよね。自分

ですけど……自分では出

ルを観るようになったん

れから色んなミュージカ

ったぐらい好き（笑）
。そ

マグカップを買ってしま

て。６回も観に行って、

ということになります

今回は歌がプラスされる

し、歌えないので（笑）
。 に注力した会話、それに

のメンバーは踊れない

（笑）
。

といつものアンサンブル

みどころは、この設定

っています。

楽劇を作ってみようと思

今回はＭＯＮＯなりの音

作れるかもしれないと。

音楽劇」みたいなものは

にはならなくても「エセ

りすれば、ミュージカル

感動的なシーンができた

り、歌によってちょっと

歌詞が偶然リンクした

って思いついて。芝居と

設定だったらできる！」

き「カラオケボックスの

じゃないですか。そうい

にできている曲ってある

が合いの手を入れるよう

みたいな（笑）
。周りの人

け「フワッ！フワッ！」

ージです。なんでしたっ

が流行ってた時代のイメ

としてはモーニング娘。

るという設定で、雰囲気

に流行った曲を歌ってい

登場人物たちが高校時代

っていただいています。

いう方にオリジナルで作

れる曲は井上太郎さんと

うことです。劇中で歌わ

れは人生の涯ての歌とい

言うんですけれども、こ

土田

―タイトルについて

うなどといったほほえま

第二ボタンを記念にもら

ふたつではない。卒業式に

出されることはひとつや

ても春が来るたびに、思い

別れのほうか。小生にとっ

したら、やはり出会いより

る。思い出すことが多いと

てまた別れの季節でもあ

出会いの季節であり、そし

いうことなのだろう。春は

自分を思い出すようにと

言葉だ。別れた男が毎年、

説家の川端康成が残した

は毎年必ず咲きます。」小

つは教えておきなさい。花

「別れる男に、花の名を一

いよいよ来週から、ＭＯＮＯ『ハテノウタ』の公演が始まります。
上演に先がけて、記者懇談会の様子を特集。詳細な設定、隠れた
テーマ、創作の過程など、語られてこなかったエピソードを２回

むしろ若返ったとか。

にわたってお伝えします。
―創作のきっかけは？

たが、もはや制服はブレザ

しい決まり事も昔はあっ

有題無題

究されていることを教え

まして、その案を今回の

歳

見た目の年齢がバラバ
ラな同級生たちが、

ーのほうが多いと聞く。今

の高校生たちはどんな決

まり事を行っているのか。

大学生のように、袴からド

事のために北海道に向か

惑が浮き彫りになってい

鬼に陥り、それぞれの思

につながるＭＯＮＯのエ

英生は語っている。現在

（笑）
」と上演当時の土田

く楽しいＭＯＮＯです

ドックスなお芝居。明る

てしみじみというオーソ

重点を置いていて、笑っ

を歌っているのか。歌は花

の高校生たちはどんな歌

くないのかもしれない。今

しむという高校生も少な

勢でにぎやかに別れを惜

カラオケルームに入り、大

ば、卒業証書を持ったまま

慌ただしい行事がなけれ

ＭＯＮＯの代表作『約三十の嘘』
「観劇三昧」で無料配信を開始

『ハテノウタ』と

ていただいたんです。マ

作品に使わせていただき

創作の契機から、詳細な内容まで

ウスに投与したら老化を
ました。

記者懇談会・前編

『ハテ ノ ウ タ 』 の 魅 力 と 挑 戦

止めるだけじゃなくて、

を迎える前に同窓会を開
いて、「なつかしいね」「若
いね」とか言いあったり、
そういう、同窓会でよく

『約三十の嘘』は２０

い、その三か月後に仕事

督、椎名桔平、中谷美紀、 くという物語。舞台は仕

０４年に大谷健太郎監

から帰る、道中の寝台列

ポックメイキングな作品

に似ている。忘れたころに

レスへ、謝恩会へといった

て、歌があります。この

妻夫木聡等の出演で映画

車の中だけで展開され

をこの機会に。配信は２

ふと耳にする。その歌の名

見る景色から始まります

同窓会がカラオケボック

化もされたＭＯＮＯの代

る。列車の中で話される

時から

（笑）
。

スのような歌を歌える場

表作。オリジナルの舞台

会話によってチームの過

月

以前はミュージカルが大

もうひとつの趣向とし

ことになっています。僕、 を観ることができるまた

所で行われているという

１９９６年初演の本作

去や仕事の結果が見えて

とない機会だ。
嫌いだったんですが、ロ

は、久々にチームを組ん

）にて。
geki.com/

だろう。
（水沼健）

「観劇三昧」（ http://kan- 前 を 教 え て く れ る 人 は 誰

日（木）
ンドンに留学して『ボン

だ詐欺師たちが思いがけ

「この作品は 笑<い に>

くるという仕組みだ。
ベイ・ドリームス』を観

ないハプニングで疑心暗
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いろんなタイプの曲を作

ったイメージを発端に、

じゃないかなと。そうい

う曲が流れたら面白いん

田利伸さんや

んです。浦嶋さんは久保

ね。そして浦嶋りんこさ

本当にやりやすいです

に理解してくれるので、

いなと思いました。音に

ど……作詞家の方はすご

土田

れてるんですか？

はそんなに目立たないと

ただこの芝居では歌詞

いたかったようです。

じゃないかってことが言

るってことはないです。

ます。歌を朗々と聞かせ

のみんなを見て歌ってい

すが、歌も同じ。舞台上

とご紹介いただいた大学

容を検証していただこう

色々と調べて、考えた内

う設定で、自分なりに

なんだか違和感を感じて

理されているんだけど、

す。全体的にはすごく管

しみたいなものを感じま

グローバリズムの揺り戻

なんていうんですか……

土田

ただきたいと思いまして

が上手い方にもご出演い

ということで、本当に歌

いる方。歌があるお芝居

ュージカルに出演されて

ど、その他にも沢山のミ

はないんです。ただ最近、 出 演 さ れ て い ま し た け

すが、あまり強いテーマ

浦嶋さんにお願いしまし

使にラブ・ソングを」に

しゃったり、先日も「天

のバックヴ
COME TRUE
ォーカルをやっていらっ

葉でも歌の意味は通るん

メージを繋げたような言

とバラバラというか、イ

（笑）
。彼は、もうちょっ

かなと思ったんですが

言われました。誉め言葉

しっかり見えるね」って

居みたいに全部の情景が

見せたら「土田さんの芝

歌詞を稽古場で劇団員に

なくなるし。一度作った

字を減らすと意味が通ら

もはまらないんです。文

DREAMS 歌詞をはめようと思って

ことがほとんどないんで

芝居は客席を向いて喋る

ないですね。ＭＯＮＯの

ど（笑）
、ガンガンは歌え

土田 歌いたいんですけ

ガンガン歌ったりする？

―ミュージカルみたいに

感じです。

のひとつの要素、という

ますので、歌詞はその中

芝居を作ろうと思ってい

ックスで目にする風景で

言いますか、カラオケボ

沢山いますし、高校時代

土田

しょうか？

―青春群像劇になるので

と思っています。

で歌を見せていきたいな

全体としては芝居の中

になる（笑）。

に頼りすぎてしまいそう

抜くと浦嶋さんの歌唱力

ょっと考え中です。気を

もらう曲についてははち

ただ、浦嶋さんに歌って

回は薬の部分に関しては

った経験があるので、今

れで自信を喪失してしま

のです。」って（笑）。そ

たとしたらノーベル賞も

というお返事をすぐ様い

学的にはあり得ません」

ね？」そう送ったら、
「化

も言い切れない話ですよ

ん虚構ですけど、ないと

て。
「嘘の話です。もちろ

てあり得ますよね？」っ

んです。「こういうことっ

の先生にメールを送った

が鳴ることがあまりない

芝居では、芝居中に音楽

です。自分がやっている

いうシーンがあったんで

に制服を来て集まるって

お芝居でした。そのとき

書いてるんですけ

っていただきました。

しまう。まあこの辺りの
た。その９人がみんな同

の話をするので、ちょっ

ほとんど調べない状態で

いつもそうなんで

―作品のテーマは？

ことは、自分がいつも考
じ年齢で同級生という設

と甘酸っぱい感じにした

ただきまして。「もしあっ

えていることなので、作
定です。

かしがるノスタルジーだ

―歌が入っていること

服を着られるんですか？

―出演者のみなさんは制

すが、それと同じになる

―歌は何曲ぐらいあるん

けの芝居にはしたくな

で、いつもの流れとちょ

土田

ＭＯＮＯ『ハテノウ

ので。

ースに置いています。こ
ですか？

い。観ている人が、高校

っと違うなって感じると

僕もそう思いました！そ

タ』は３月３日より大阪

書いています。

ういう世界になったとき
土田

生を見ているような気分

ころはありますか？

ういうのも面白いかなと

ＡＢＣホールを皮切りに

いなと。ただ、単純に懐

この国はどうするのか…
女の子のアイドルグルー

になったり老人を見てい

土田

今も思っているんですけ

北九州芸術劇場小劇場

日）
、四

（後半へ続く）

か。考え中です。

のはまずいのか……と

…とか、考えちゃいます

プの曲と、高校の謝恩会

るような気分になったり

と思っていたんですけれ

ど、痛々しくなったらツ

５曲の予定です。

ね。でも基本的には楽し

で男子が歌ったというこ

……郷愁と現実がないま

ど、やってみると、ほと

日・

日市市文化会館第一ホー

そう思いますか？

い話にしたいなと思って

とになっている曲。ＭＯ

ぜになるような芝居にし

（３月

『相対的浮世絵』ってい

やる前は違うかな

います。

ＮＯの５人も歌います。

ラいなって（笑）。

むしろ登場人物がみんな

ル（３月

日）、

う作品を２００４年に上

ので、作風が若返ったと

ある裏切りがあって２人

高校時代の仲間がいて、

演したんですが、それは

は会場にて異なる。問合

日）で上演される。料金

エスト（３月

東京芸術劇場シアターウ

日・

で集まって会話している

いうか、本当に〈アンサ

が死んでしまった。その

せ・キューカンバー０７

んでるんですか？

―若返りの薬は全員が飲

んど変わらないですね。

れなくて、今回も少しベ

見かけが若い人が

品を書く上でも避けて通

『ハテノウタ』稽古場にて（撮影：東直子）

たいですね。

稽古をしている今はなん
とも笑えない景色ですけ

―キャストについて
ＭＯＮＯメンバー

ども（笑）
。その他、浦嶋
さんに歌っていただく曲

土田

ンブル〉っていう感じの

死んだ人たちが幽霊にな

５（５２５）２１９５。

日～

２年前に『ぶた草の庭』 会話劇になってるような

すね。

気がしますね。あ、でも

って出て来て……という

基本的にはそうで

という芝居を作った時

音楽が入るところは新鮮
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土田
代です。

あと、最近ＭＯＮＯの舞

があったり、よくわから
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に、薬で難病を治すとい

29

が５人。全員

台によく出演してくれて

ない演歌があったりしま

―歌詞は土田さんが書か

す。

代の女優さん３

いる

俳優さんはやっぱり僕が
目指していることをすぐ
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人。これまでご一緒した
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