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創作の契機から、詳細な内容まで
ゃいますね。本当は年齢
をきちんと受け入れる人
間でいたい。皺なんて、
その人の年輪だし人生で
すもんね。でもこの前、
リフトアップの広告をつ
い立ち止まって読んでい
る自分を発見しました
し。ちなみに「ほうれい
線を消す体操」もしたこ
とがあります（笑）
。だか
ら、こんな薬があったら
真っ先に飲むでしょう
ね。本当、情けないです

有題無題

ので労働人口にはならな

昨年、祖母が他界した。

ど、身体のどこかは悪い

―上演時間とシーンの時

い。そんな人間ばかりが

生だった。今年生きていれ

歳 を 間 近に 控 え た大 往

間は、一致しているので

るんだと。

増えてしまったらどうす

今のところ一致し

しょうか？
土田

う風潮に押されて、最終

たんでしょうね。そうい

見が美談のように出てき

んじゃないか」という意

たら死なないといけない

「やっぱり

た。総入れ歯の無駄に白い

い、昔ながらの女性だっ

が言うことには逆らわな

を一手に担い、しかし祖父

なかでも力が必要な部分

祖父に代わって農作業の

憶にある祖母は、足の悪い

うことになるだろうか。記

ら１９１７年生まれとい

歳 を 迎え た は ずだ か

―この芝居の世界では

的に義務化されたんじゃ

歯でガハハと笑っている

ば

歳になったら死な

ないかって思います。人

印象が強い。十数年前だっ

そういう状態の中で、

「

はすぐに変化に慣れます

たか、祖父が他界した。葬

ています。上演時間が

なければならない」とい

ていた法律なんかも意外

っています。おそらくは、 から。あり得ないと思っ

うのは強制されているの

に決まったりしますし

分の時間が流れます。

でしょうか？

そういう設定にな

いう考えが芝居にも出て

すごく嫌なんです。こう

て行くっていうことが、

記号しての年齢が上がっ

たり（笑）
。社会の中での、

は、大阪府内で上演され

賞した。大阪文化祭賞と

阪文化祭賞の優秀賞を受

した『裸に勾玉』が、大

阪、名古屋、東京で上演

２０１６年３月に大

ふを使わず、弥生時代を

があった。啓蒙的なせり

など現代社会と同じ構図

い、嫉妬、いじめ、許し

リップする。そこには争

落に、現代人がタイムス

生時代。狗奴国のある集

歳を超え

かなり議論があったと思

土田

歳を超えて

儀の日、亡き祖父を乗せ火

分の芝居で、舞台上でも

うんです。

ね。今の世の中、まさに

いるだろうと思います

た公演の中から優れた成

フォニエッタ大阪 第

小栗まち絵「いずみシン

と。また、最優秀賞には、

成 果 を あ げ た 。」 と の こ

クも優れ、総合的に高い

や美術等、スタッフワー

た。また、弥生人の衣装

上質な会話劇に仕上げ

ない、ユーモアを交えた

タイムスリップものでは

の記憶の祖母は変わらず

でも良いことになった。私

を経て、そんなことはどう

な気持ちになったが、数年

かされた。少なからず残念

一面にすぎないのだと聞

憶しているものはほんの

彼女の性格もまた、私が記

像していたものとは違い、

呟いていた言葉は私が想

る演奏」が選ばれた。

る。それで良い。

白い歯を見せて笑ってい

る。しかしその夜、祖母が

て勝手に涙した記憶があ

聞こえない言葉を想像し

の言葉か愛の言葉か……

は何かを呟いていた。感謝

る霊柩車に向かって祖母

葬場に向かわんとしてい

も外見は若いまま。けれ

ね。

贈られる賞で、
「維新派」 示した作・演出の土田英

果をあげたものに対して
―もし、本当にこの薬が

「劇団☆新感線」に続い

生の視点は秀逸で、独自

舞台に今日的なテーマを
あったとしたら、土田さ

性がある。俳優陣のアン

サンブルも豊か。単なる

ての受賞となった。
受賞理由は、「舞台は弥

回 定 期演 奏会 に おけ

ＭＯＮＯ『裸に勾玉』が
平成
年度大阪文化祭賞 受賞

けど。
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『ハテ ノ ウ タ 』 の 魅 力 と 挑 戦
いよいよ明日から、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

誘った時なんか、もしか

ょっとメシ行こうよ」と

い。ただ、年下の子に「ち

を受けても気にならな

若い子からそういう扱い

れるとタメ口になるし、

いので、年配の人にも慣

下ということを気にしな

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

も私自身はあまり年上年

う。例えば、友人関係で

を変えられていっちゃ

変わりますよね？ 立場

はり社会的な見られ方は

じないんです。でも、や

まだ体力の衰えは全く感

までいたい。実際には、

にわたってお伝えします。
―土田さんはまもなく
歳になられるという

ことですが、創作の動機
としては何か関係があり
ましたか？
土田 おそらく僕は「老
い」に対する抵抗が強い
んだと思います。若いま

したら、先輩から命令さ
れてるって感じで受け取
られてないかと心配にな
ることがあります。「嫌な
ときは嫌って言ってね」
と言っても「行きたいで
す」と返してくれる。だ
けど「それは本心だろう
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んは飲みますか？
土田 僕はね……飲んじ

!!

記者懇談会・後編
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か？」って疑ってしまっ
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―全体の設定としては、

いですよ。

ように死ぬのかもしれな

世界なら、みんな当然の

というルールが定まった

楽死しなければならない

です。だから、

歳で安

てすぐに適応しちゃうん

感覚になってる。人間っ

すごく悪いことだという

ないで原付に乗ることが

ってる。ヘルメットをし

も今は当然になってしま

と思ってたんですよ。で

ぶるなんてあり得ない」

の頃は「ヘルメットをか

務付けられたんです。そ

のヘルメットの着用が義

僕が高校生の頃、原付で

それが起きてますから。

飲めない人は劣等感を抱

とつながってますから、

飲む飲まないが貧富の差

ってしまいますし。薬を

老けていくから外見で判

いったと思うんですよ。

のすごく変人扱いされて

薬を飲んでいない人がも

ども、怖いのは空気で、

問題はもちろんですけれ

てきて……。国の管理の

んと推進派が優勢になっ

うんです。ただ、だんだ

く反対運動があったと思

死が決まった時にはすご

できた頃、さらには安楽

（笑）
。でもきっと、薬が

てしまうんですけどね

なん知らん！」って言っ

で、最後にはもう「そん

まってなかったりするの

は、私の中でも構想が固

方言を喋っていた。会場

尾方もすごく上手にその

それがすごく面白くて、

った舞台だったんです。

て、その舞台が方言を使

という作品に出演しまし

された『キネマと恋人』

ィッチさんが作・演出を

ケラリーノ・サンドロヴ

メンバーの尾方宣久が、

考えたんですが。昨年、

なので方言にすることも

人物たちは同郷の人たち

とがあって。今回も登場

地の言葉」として使うこ

の方言を作って「その土

すね。僕はときどき架空

土田

人が２人いますが？

―登場人物に同じ苗字の

も（笑）
。

責任はないんですけどれ

かといってケラさんにも

責任はないんですけど。

ています。尾方には全然

だから今回は標準語にし

れるかなと思って（笑）
。

か真似ているように思わ

も方言を使うと、なんだ

そのまますぐＭＯＮＯで

とか言ってくださって。

ＭＯＮＯみたいですね」

んが方言を喋っていると

ターの皆さんも「尾方さ

の世田谷パブリックシア

るというのを入れたかっ

年齢と共に顔が違ってく

ら薬を飲む飲まないで、

面もあるのかなと。だか

ことで安心するっていう

前がある中で、差がつく

異がないっていう当たり

お姉ちゃんと自分との差

ティが未分化というか、

たんです。アイデンティ

双子ならではだなと思っ

ことを言ってて、これは

れた気がする」みたいな

ら、「やっと別の人間にな

う気持ち？」って聞いた

方が結婚するってどうい

ある姉妹だったから、「一

いつも一緒にいる印象が

した。本当に仲が良くて

て、少し前に片方が結婚

合いの方で双子の方がい

子の設定です。僕の知り

土田

るという……そういう話

す人たちの様々な話があ

って、その日本村で暮ら

…。その世界が背後にあ

人が静かに死んでいく…

然、おかしな雲が浮かび、

村」という島の上に、突

けが住む人口の島「日本

っています。純日本人だ

描いた世界がベースにな

のいる駅』という芝居で

成です。以前書いた『燕

って長編になるという構

ども使い、それがつなが

いろいろな芝居の断片な

です。今までに書いた、

せていただくのは初めて

を出版目的で書き下ろさ

ましたが、最初から小説

す。そういう機会はあり

説を書き下ろしていま

あとは電子書籍で一度小

ただいたことはあって、

たいな形で出版させてい

ここ数日、とても苦しか

正直、そんな中でも私は

げで笑いも出る状態だ。

して明るい女優陣のおか

やっているメンバー、そ

だ。（土田英生）

た日だった。残りも全力

かなる。今日はそう思え

古ができるのだ。なんと

撃されます。ヒエラルキ

りなんですけど、質問攻

……ＭＯＮＯではお決ま

受けました。これは毎回

薬を飲んでしまう。止め

におかしいと言いつつも

に管理が徹底された状態

ないかなと。そういう風

を飲むようになるんじゃ

―小説を出版されるんで
すね。

てこない。いつもなら

大阪ＡＢＣホールを皮切

３月３日より３月７日、

ＭＯＮＯ『ハテノウタ』は

「あとはどことどこを直

りに北九州芸術劇場小劇

日発売・ った。芝居の全貌が見え

河出書房新社・定価１６

２０円）

せばいい」という判断が

日）、四

場（３月
からの書き下ろしで『プ

土田

っている。遅れの原因は

……色々と遅れた。わか

から

けれど……本当に今

とが出来ないでいた。

の私がその判断をするこ

が、今回に限っては演出

で上演される。料金は会

ル（３月

日市市文化会館第一ホー

日・

出来ているはずなのだ

ログラム』というタイト

私の台本だ。役者の皆も

日。やっと尻尾を掴ん

場にて異なる。問合せ・キ

追記・本番直前の稽古場

ルの小説を出していただ

余裕がない。私も余裕が

だ。稽古は残り二回。も

ューカンバー０７５（５

日）、東

くことになりました。今

ない。当然のように殺伐

ちろん少ないが、それで

２５）２１９５。
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スト（３月

日～

日）

京芸術劇場シアターウエ

日・

までには『約三十の嘘』

となるはずの状況なのだ

も掴んだ状態で二回は稽

河出書房新社さん

書店にならぶ『プログラム』（土田英生）

すごく管理されてる時代
く。
「あ、こいつ薬飲んで

たんですね。でもね、稽

です。
（土田英生著『プロ

ーのある劇団ではないの

るタイミングがあったと

そうなんです。双

ということですよね？
ないな」と思われて恥ず

古をしていると双子見え

グラム』
・２月

で、それは良いところな

したら、薬が一般化しだ

『ハテノウタ』稽古場にて（撮影：東直子）

29

設定していないで

土田

かしくなる。そうすると、

てくるんです、不思議な

んですけど。いろいろ言

した頃だったと思います

という映画化していただ

が、そこはさすがに長く

24

そうです。最初に

この設定をメンバーに話

やっぱりみんな必死で薬

い合えるのは良いところ

ね。
―土地の設定はあります

いた作品のノベライズみ

12

ことに（笑）。

した時も、かなり質問を

だと思っています。しか
間。矛盾をつく質問が

か？

し私にとってはつらい時
続々と出て来ます。最初
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28

（2）
ハテノウタ新聞
2017 年 3 月 2 日〔木曜日〕

