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“  ”で囲まれているのは、『QPQの地点』に出てくるものの名前。 

 

松井 あ、“筒”っていう表現が面白かったんだよな。またちょっと全然別の方向にいきますけど。筒って。 

大石 ああ、ワードのチョイス。 

松井 筒っていう、何も隠してないというか、何もフィルターを挟んでないみたいな感じの関係の作り方です、

みたいな。自分の中を通してます、みたいな。あの表現はすごい面白かったな、と思ってますけど。ああいう

感覚っていうのも、もうとにかく何か浮かぶことを書いているってことなの？ 

大石 どう書いてるんでしょう、なんか‥‥。 

松井 その、おふでさきみたいな感じなの？ 

大石 はっははははは（笑）。 

松井 その、自動的に筆記している感じなの？ 

大石 ……えっ、松井さんのね、結構。また松井さん松井さんと言ってますけど、 

松井 うん。 

大石 なんて言うんでしょうね、……あっ、人をなんかつめることに躊躇がない人、 

松井 あーあーあー、 

大石 洗脳しようとするっていう人物が（松井さんの脚本に）出てくるときに、その言葉、あ、そのコミュニ

ケーションは結構分かるというか、 

松井 うんうん。 

大石 そっから違う方向にいったりも松井さんの（脚本は）するんですけど、分かるなって。その時の言葉の

チョイスが。 

松井 うん。 

大石 ま、観てたら「そういうのね」って思うんですけど。すごい急にビックリすること言って、そのまま流

れるっていうか（笑）。 

松井 （手を叩く音）（笑） 

大石 えっここ！？このコミュニケーションからこういうことが出てくるのは分かるけど、ここまで飛ばすん

や？みたいな、 

松井 うんうんうん。 

大石 ちょっとほんとに、置いてかれそうになるようなワードを入れてきて。でも、何食わぬ顔で進むから、

その違和感だけずっと残って、その違和感がずっと溜まってく鑑賞、みたいな感じがするんですけど。 

松井 （手を叩く音）なるほど。 

大石 だから筒とかも私は多分ね、私は何も考えてないですね、なんか、言いそう。 

松井 あー。 

 

大石 だから、難しかったです、“女３”に関しては。私今まで、“まあ坊”もか、書いたことない感じ。えーと、“男”

とか“女”に関してはさっき松井さんが言った、 
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松井 うんうんうん。 

大石 相手を気にして、ちょっと言葉が詰まったりとか、笑っちゃうみたいなコミュニケーションだと思うん

ですけど。“女３”に関してはなんか結構、ズカズカ、まあ、これもなんか虚勢とか、そういうのなのかもしん

ないですけど、 

松井 はいはい。 

大石 ズカズカ言うセリフみたいなのをあまり書いたことがなかったな、って感じがして。これはほんとに難

しかった。 

松井 あ、そう。 

大石 でもその、そういう感じのセリフにしようみたいなのはありました。 

松井 うんうんうん。 

 

大石 ただこのワード。ワードをね、どうやって自分もチョイスしてるんやろうとか、 

松井 そうだね、でもそれは俺もね、多分分かんないというか、 

大石 あ、そうなんだ。 

松井 だから、よく俳優にも「なんでこんなこと言うんですか？」みたいなことは言われたような気がするし、 

大石 そういう時って、どう返すんですか？ 

松井 ぅんとー、 

大石 なんか一応返すんですか？ 

松井 そうだね、でも‥‥なんて言ってたかな、変えても良い部分はもう全然変えてもらってた気がする。 

大石 ああー。 

松井 多分すごく分かりにくくなってしまうときがあるので、それこそバーって、なんか勢いで書いちゃった

ものは。 

大石 でも、勢いで出てくるって感じなんですね。 

松井 のもある。 

大石 こう、書いててノッてきて、って感じ。 

松井 うんうん、そうそうそう。特にその、暴力的になにかバーンって出てくるところは、割とそういう勢い

がないと、と思って。でもその時も、ちょっと確率の低い方向にもいきたいなって思ってる時もあるかなぁ。 

大石 そうか、それであの言葉がでてくるのか。……なんか結構ほんとに、調整がめちゃくちゃ、作品ごとに

違う感じがして。 

松井 あー。 

大石 あ、描いてる内容とか主題とかは、全部、こう、通じるところはある気がするんですけど。 

松井 うんうん。 

大石 言葉とかをめちゃくちゃ変えてるなっていう。意識的に変えて、しかもそれを調整してる。すごい！み

たいな印象があるんですけど、たまに、その、ほんとに意味が（笑）。 

松井 （笑）。そうか、あ、そうか。 
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大石 なんでこれをぶっこんできたんやろ、みたいな。 

 

松井 あー、どれだろうな、なんだろうな。 

大石 『シフト』（サンプル：13／作・演出：松井周）で、旅行に行くのは拒否するみたいなところで、こういう

のはお互いの、あの、コミュニケーションだから、みたいなのを言うときに、結構英語というかカタカナ語を

多用するんですけど。 

松井 そうだっけ（笑） 

大石 その対応の仕方が、なんかすっご、すっごいキモ（笑）いや、分かる、分かるんですよ！ 

松井 あーあー。 

大石 分かるんですけど！なんか聞いたときにびっくりして。そういうのが多々あります。どういうコミニケ

ーションかは分かるけど、 

松井 あーあー、あるかもね。 

大石 ちょっと置いてかれそうになる。でもそこを、なんか楽しんでるのかな。分かる、分からないのライン

を。ここまで言ったらお客さんをマジで置いていくかもしらん、みたいなところを、結構躊躇なく置いていっ

ても、まぁいいや、みたいな感じで書いているのかな、とか。 

松井 あーなるほどね。いや、あのー‥‥そうだね、そこまで分かってないかも、かなー。 

大石 あー。 

松井 でも、その時はコレ、絶対面白いなと思って書いてたりするのね。 

大石 あれはやっぱり笑っているんですか？ 

松井 自分で書いている時はね。でも 1人も笑ってなかったりするから。 

大石 （笑）。 

松井 客席で（微笑）。エド・ウッドって監督、いるじゃないですか？ 

大石 あー、はいはい。 

松井 なんか自分でこんなに面白いと思って書いているのに、全然理解されなくて本当につまらないみたいな

感じの。あの感覚をすごい持ってたっていうか持ってるというか、 

大石 あー！ 

松井 面白いものを書いてるって時の、なんか、ちょっと自分のそのはみ出してるものは、大体あんまりウケ

ないなってことは、だんだん分かってきたとか（笑）。そういうことに近いかも、もしかしたら。 

 

大石 ‥‥あっそう！ウケたいんですか？松井さんって？ 

松井 ウケたいよ！ 

大石 えっ。 

全員 （笑）。 

松井 ウケたいって言ってもね、じゃあ、どういうふうにウケたいかが。 

大石 そうですね！ 
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松井 うん、絶対ツッコミは入れたくないんだけど、あんまり。 

大石 そういうのがあるんですね。 

松井 セリフの中でツッコむような感じっていうのはあんまりしたくないんだけど、でも、人間そういうふう

に言っちゃう‥‥うーん、で、そのズレていくところとかは笑ってほしいな、みたいな感じはあるんだよね。 

大石 『永い遠足』（サンプル：12／作・演出：松井周）の時に、私観た時絶叫してましたけど、なんで絶叫して

たのかちょっと覚えてないんですけど。まあ戯曲見た時もね、別に絶叫しているって感じではなかったんです

けど。 

松井 うん。 

大石 ただ、あれって、結構‥‥冷やっ！とした空気になって。 

松井 そうそうそう、なる（笑） 

大石 あれは面白がってたりはしないんですか？ 起こってることとしては、結構コメディっていうかなんか、

過剰な人で、すごいバカらしいことなんだけど。 

松井 うんうん。 

大石 でもめちゃくちゃ切実さ、娘が帰ってこないとか夫婦の仲が冷えきってるとがあって、すごく痛々しく

見えるっていうこととの、なんかせめぎ合いっていうか。で、結果、過剰にすればするほど、「イタタタタタ

タ」って観てるほうがなる。 

松井 うんうん。 

大石 あの、冷やっとした感じを、面白がってるのかなって思ったんですけど。 

松井 あー‥‥、そこー‥‥はでも、ゲラゲラ笑ってたりもするんだよね。自分の中では、っていう。 

大石 あー。じゃあ、「あれっ？」って思うんですか？ 

松井 そう。 

大石 「あれっ？」って思うんや！ 

松井 「あれっ？」って思って、「ここは爆笑じゃないんだっけ？」って思うんだよね。 

全員 あっはははは（爆笑） 

 

松井 なんかね、だから、ズレてんだよね。たぶん、ちょっと。 

大石 あー、そうなんですね。 

松井 ズレてるっていうのは‥‥そうそうそう、お客さんとのその、計算‥なんかね、距離の測り方とかもズ

レてるんだと思う。例えば、俺「ハイバイ」に出た時に、「ハイバイ」の岩井（秀人）君って、お客さんとの

リズムの合わせ方とか、距離の取り方っていうのは、すっごい上手いわけ。 

大石 ふんふんふん。 

松井 だから安心して出れるというか。出て、こっちが面白いということよりも、その組み立てがやっぱり面

白いから、面白い。ギリギリのことやっても面白いんだけど。俺のはね、やっぱ、なんかむき出しになっちゃ

てるんだろうと思う（笑）。 

大石 ふはっ（笑）。 
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松井 なんか「オモシロには見えないでしょ！このステップだと」っていう。ホップ・ステップのジャンプの

ところが、大失敗してる感じがあるんだよね（笑） 

大石 （笑）。 

松井 転んじゃってるっていうか。しかも転んで面白いとかじゃなくて、「えっ、怪我してない！？」ってい

う、そういう火だるまみたいな、 

大石 はいはいはいはい。あーそうなんだ、そのヒヤヒヤみたいなところを狙ってるってわけではなくて。 

松井 狙ってるっていうか、まあそのぐらいのことまでやんないと面白くないでしょ？って思ってんだけど、

やっぱなんか足りないんだよね、その順番、順序としてもう一段何か欲しいのか、あるいは、いきなり落とし

穴にハマっ‥‥なんて言うんだろうな‥‥とにかくそこが上手くいってない感じがする、自分の中で。 

大石 上手くいってないっていう感じなんだ。 

松井 ていうか、うん、むき出しすぎるんだろうなって感じはする。 

大石 うんうんうんうん。でも、松井さんとしてはもう大爆笑と？ 

松井 そう。（笑） 

全員 （笑）。 

松井 そこではね（笑）。 

大石 なるほど。でもそうかそうか、そうなんですね。なんかその、お客さんが「冷やっ！！」てするのを、

キャッキャッキャッて、 

松井 全然全然。もっとあったかく、俺愛されたいと思ってるから 

大石 ふはははははは。 

松井 愛されたいと思って書いてるから。 

大石 愛されたいと思ってあれやってるってなったら、またほんと見え方が違ってきます。 

松井 そうなのよ。だって俺、宝塚を目指して、宝塚で働いてたから、ずっと。８年間。 

大石 あ、そうなんですよね。 

松井 で、宝塚っぽいものを作ろうと思って作った作品とかも、全然「どこが宝塚なの？」って思われたり。

『女王の器』（サンプル：09／作・演出：松井周）っていうやつで。 

大石 はいはいはいはい。 

松井 全然、なんつうんだろう‥‥全然違ったな反応は（笑）っていうか。どうしたらそのー、合わせられる

のかが自分でもやっぱりよく分かんないんだよね。 

大石 なるほど。 

 

松井 だから、逆に大石さんは、なんて言うんだろう、ズラしてるようで‥‥すっごい笑えるよね。 

大石 そうですか？ 

松井 その場でも。 

大石 あ、でもね、全然笑ってない回ありますよ。 

松井 あ、そう。 
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大石 すごいみんな怖がってる回とか。『Mから Sヘ』のホットケーキのシーンって覚えてます？ 

松井 あ、あの悪魔の、 

大石 はい、あの悪魔のホットケーキの時とか。なんか松井さん見に来てくれた時は、なんか「キャッキャッ

キャッキャッ」みたいな、みんな。 

松井 うん、笑ってた。 

大石 感じだったんですけど、本当に全員、えっ‥‥みたいな。 

松井 ええ？  

大石 なんか、「見たくない見たくない」ってなってるのもあって、 

松井 あったんだ？ 

大石 だから、そこの調整は‥‥松井さんのはもう一周して、あの冷やっとした空気もこめて‥‥笑わないで

すよ、笑わないんですけど、なんかすごい面白い。 

松井 あーでもね、そうだ。少し考えてるのは、引っ張りたいというのはあるよね。今言った、悲惨な方向で、

「これ笑っていいのかな」っていう感じの、ギリギリのとこはやっぱちょっと考えるっていうか。‥‥そこで

ストレス発散、笑いってある意味さ、ちょっと発散だから、 

大石 ふんふんふん。 

松井 安心できちゃう。「あぁ、こういうことね」っていう。「あ、やっと見方が分かった」みたいになるんだ

けど、それは、ちょっとまだいいんじゃないかなっていうか、 

大石 （笑） 

松井 安心するよりは、ちょっと‥‥まだまだ引っ張った状態で見て欲しい、みたいな。 

大石 あ、じゃあそれはそうなんだ。 

松井 うん。そうだね、そういう時もあると思う。 

 

大石 なんか、松井さん、楳図かずおが、 

松井 そう、すごい好き。 

大石 たまにあのー、楳図かずおの『わたしは真吾』の、 

松井 うんうん。 

大石 あのー、眼が、あの、 

松井 四角から三角になる。 

大石 そう、あの感じを思う時もあります。 

全員 （爆笑） 

松井 なんだよ（笑）。わけわかんない。 

大石 違う違う、あれほんと見てる時、「えっ！？ ︎」ていう 

松井 分かる。 

大石 その、四角から三角になったり丸になったり、みたいに。 

松井 そう！ 
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大石 でも、ああすごい説得力あるな、みたいな。 

松井 うん。あるある。 

大石 なんか、あの回路‥‥ほんとに意味が分からん回路だけど、その回路がスッと入るみたいな時があって。

松井さんを観てる時も、「ほんとにわからん！なんやこれ」みたいな時でも‥‥それはなんなんでしょうね？ 

なんかスッて通る時があるけど、あの回路がスッて通るみたいな経験は、なんか、めちゃくちゃ珍しい。 

松井 （笑）。それは、 

大石 なんなんでしょうね？ 

松井 あー。 

大石 でも楳図かずおは、めっちゃ、四角から三角になり丸になることを百信じてやってはるのかな、とか。 

松井 うんうん。 

大石 本当一生懸命（笑）、 

松井 そうだよね。 

大石 他人（ひと）の一生懸命をずっと読んでるみたいな感じがして、すごい好きなんですけど。 

松井 他人（ひと）の一生懸命（笑）。確かにね。 

 

大石 松井さんのも、めちゃくちゃ筋が通ってるんやろうけど、観たらもう訳わからんみたいなんやけど。で

も、その回路が分かった気、になる瞬間みたいなのがある。 

松井 あー。 

大石 めちゃくちゃ抽象的で、どこがどうっていうことで言えないんですけど。そういうのがあるなって結構

思って、 

松井 なるほど。 

大石 それがめちゃくちゃ珍しいなって思うんですよね。あんまりいない印象が、 

松井 そっかそっか。でもそれはもしかしたら、うーん、なんだろうね‥‥狙ってるわけじゃないけど、腑に

落ちるというか。言葉とか身体はもう普通に訳わからない世界が、わけわかんなくてもいいんだけど。身体と

いうか、なんか‥‥もしかしたらズレた答えかもしれないんですけど。 

大石 うんうん。 

松井 その場の、やっぱ俳優が好きなので。いろんな言葉を経た‥‥まあ世界を経て、いろいろグラグラした

世界とグラグラした言葉を経たあとの、俳優がやっぱりそこで説得力を持って立っているっていう感じが。 

大石 うんうんうん。 

松井 最終的に出れば、なんか、なんか良いなっていう感じがあるんですよね。そういうふうに作ろうみたい

な感じは、なんとなくあるんですけど。だから台本だけでそう思ってもらえてるとしたら、それはなんなのか

は分からないし。でもやっぱちょっと、世界がやっぱ出来るだけグラグラした状態で、一貫してそこをなんか

地獄巡りみたいに、通ってきた人がいるっていう感じを目指してるものかな、みたいな。 

大石 うんうんうんうん。 

松井 そうそう、そんな感じかも、書いてる時はね。これは抽象的だけど。なんていうんだろうな。俳優にう
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まい負荷をかけたいっていうか。 

大石 うんうんうん。 

松井 で、俳優への負荷って、演出家でちゃんとそれを負荷かける方が面白い、で、俳優も面白がるってこと

を分かってる人と。全然遠慮してなんか、あんまかけないっていうか、あるいは言葉だけで成立するようにす

ごく整えて作っちゃう人、みたいなのも結構いるんだけど。 

だから書いてる時はやっぱりそうですね、半分くらいはだから俳優が多分なんかするだろうなって思って、「え

っこれ全然つながんないんだけど」みたいなセリフで作りたい、みたいなのは結構あるかも。 

大石 うんうん、なるほどなるほど。 

松井 そう。で、それは出来ちゃうから、古舘（寛治）さんとか、やっぱり。だからそれを見るのが楽しい

っていうか。 

大石 うんうんうん。 

松井 っていうのはあるかなぁ。 

大石 それはすごい良いですね。 

全員 へへ（笑）。 

 

松井 ダダルズみたいなの書いている人いないと思う、今。俺だって戯曲賞いろいろやってるんだけど、読ん

だ事ないんだよね、やっぱりこういう感じ。 

大石 そうか。でも、たぶん私は、演劇だとそのー、松井さんとかその世代がすごい好き。そこの影響を受け

てるみたいな感じ。 

松井 へー。 

大石 あとは岩松（了）さんか、松井さんも出てた『月光のつゝしみ』とか観て*注 

松井 はいはいはい。 

大石 あ、すごいなって。 

松井 あれ本当やばいからね。 

大石 （笑）。 

松井 岩松さんはすごい、今でもすごいなと思う。 

大石 そうですね、ずっと面白いって、なかなかないですもんね。 

松井 そうそう、面白くて、しかも訳が分かんない部分もちゃんとあるし、 

大石 うーん、そうなんかすごいですよね。構成もちゃんとあるし、でもちゃんと、その本当に分かんないと

ころも。 

松井 うんうんうん。ね、普通はあんな書けないんだろうと思うんだけど、やっぱ書けちゃうんだよね。 

大石 すごいですよね。最初思ってたんです。岩松さんがやっている事の欠片をやろうみたいな感じで。 

松井 うんうんうん。 

大石 で、やったんですけど。久しぶりに読み返して、全然違うなって（笑）。 

松井 そうね、全然違うな。（笑） 
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大石 びっくりしました。影響を受けすぎるから、もう読むのを一旦やめようと。まぁたまに読み返したりす

るんですけど、書く時は絶対読まないって感じで決めてて。本当に久々に、１年ぶりくらいに読んだら、『月

光のつゝしみ』とかを、 

松井 うんうんうん。 

大石 全然違いましたね。あれほんまに怖かったですね。 

松井 例えばさ、岩松さんのはアクションがあるのよ、行動。 

大石 そうですね。 

松井 人物の、何かしたとか、ちょっと抱きしめちゃったとか、 

大石 そう、ちゃんとね。 

松井 何か刺しちゃうんとか、あるんだけど、（ダダルズは）ないから。 

大石 （笑） 

松井 でも、だからそこが面白いし‥‥なんだろうね。 

*注：松井さんが出演したのはハイバイ『月光のつつしみ』（作：岩松了、演出：岩井秀人） 

 

大石 『おいなりさんラジオ』も聞いてくれて、 

松井 もうあれも、ほんとうにどうしようかと思ったし。 

大石 （笑）。 

松井 なんか事件じゃないけど、ああ、やっちゃってるっていうか（笑）。 

大石 （爆笑）。 

松井 いやいや面白いんだよ、あのさ、すれすれ、ギリギリなんだよね。あれ以上もしちょっとやると「笑い」

なんだなって安心感で観ちゃうんだけど、安心感がまだ持てない感じのところで抑えてるから、怖いんだよね。 

大石 怖いっていうのは言われましたね。 

松井 そこが、でも、面白かったですよ。 

 

大石 うーん、そうですね、でも、私もなんか笑えるみたいな感じにいく前くらいが自分が好き。だからそこ

を何故か狙うみたいな時はあります。 

松井 なるほどね。 

大石 ただ、なんか難しい。めちゃくちゃ難しいなって思って、 

松井 そうだね。難しい。 

大石 松井さんはでも割と本当に安定してそこにいってるイメージがめちゃくちゃあるんですけど、 

松井 うーん、イメージはね、そうかもしれないんだけど、でもすごい工夫してる、いまはだから。 

大石 そうかそうか、やっぱりそうか。 

松井 なるべく「ステップが外れている」部分がないように、チェックしながら書いてる。それでも分かんな

いっていうのが、結構俳優からあがってくるから（笑）、「あぁ、じゃあどうしたら分かりやすくなるんだろう」

って、やっぱり自分のなんかちょっと飛び出た語彙があるんだなとも思うし。 
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でも、挑戦なんだよね、ある意味。自分がどっちかって言うと、出来るだけ、出来るだけっていうか、確率が

低い方向にいっているのをやってきて、その面白さもあったけど、そうじゃない、ちゃんとカチッカチッと嵌

っていくように、でも全然変なところに連れていくみたいなやり方もあるような気がして。だから今度はそう

いうのをやろう、みたいなのを。今はあるかな。 

大石 あっ、今はそういう。 

松井 うん。でも、またちょっと全然変えたいみたいなのも多分あるから。 

大石 うん、なるほどね。 

松井 って感じですかね。 

 

 

 

おわり。   

 

                  
 

松井 周（まつい しゅう） 

1972 年東京都出身。1996 年劇団「青年団」に俳優として入団後、作家・演出家としても活動を開始する。

2007 年劇団「サンプル」を旗揚げ、青年団から独立。 

2011 年『自慢の息子』で第 55 回岸田國士戯曲賞を受賞。近作に KAAT キッズプログラム『さいごの 1つ前』

(2022 年脚本・演出)、彩の国さいたま芸術劇場ジャンル・クロス II 近藤良平×松井周『導かれるように間違

う』(2022 年脚本)、『変半身（かわりみ）』（2019 年共同原案：村田沙耶香）など。 

 

 

 

 

2022.7.12 渋谷のある喫茶店にて 

協力：竹内里紗 反訳：浅田麻衣・泉田圭舗 構成：浅田麻衣、大石恵美 


