
 



第一部  

 

手料理 

川村：もしよかったら食べてください、畑で採れたの。 
　　　これは「わけぎ」っていう細いネギみたいなのを、　　
　　　味噌とらっきょう酢で和えて、もずくとレモンを 
　　　ぶち込みました。おいしい。ほかにも「ふき」を鎌 
　　　で刈ってたんですけど、おいしくて全部なくなっち 
　　　ゃって。それで地元で買ってきたやつを持ってきて 
　　　ここのマスターに調理してもらいました。 

米澤：多分、みなさま食べてきてるとか色々あると思うん 
　　　ですけど。口の中を何かで満たして観る、って全然 
　　　違うと思うんですよね。せっかくなので、もしよろ 
　　　しければひとつずつくらい、それぞれつまんでいた 
　　　だけたら大変ありがたいです。今もうこれも一緒に 
　　　始まってる感じだよね、ぜひぜひ食べてください。 

観客：（各自、料理を小皿へとり分ける） 

米澤：全然かたくならずに、写真も撮ってください。 

観客：（スマートフォンで写真を撮るなど） 

掲載写真：©m. yoshihisa 

川村：里芋、ほうれん草、キャベツ、なんだか色んなもの 
　　　全部とれちゃって。今はもう植える時期なんだ。 

米澤：じゃあ、第二回目の時に持ってくるとかね。 

川村：ゴボウの種をまいたら、なぜかカボチャの芽が出て 
　　　いた。「おばあちゃん、なにこれ」って言ったら、 
　　　「カボチャもまいてみた」って。 

米澤：カボチャも、一緒の畑に植えるものなの？ 

川村：いや。カボチャの種がゴボウの畑に飛んじゃって、 
　　　「まぁいっか」ってなったっぽい。 

米澤：そういうことか。なんか、いい適当さ。 

川村：そうなんです、いい加減なんです。 

米澤：これは何？ 

川村：ベトナムのおみやげ、ドリアンキャンディー。 

米澤：ドリアンキャンディー。 

観客：・・・。 



 
米澤：本当に、緊張して観るイベントにしたくないので！ 
　　　うーん・・みっこちゃんは、何がオススメ？ 

川村：これが一番おすすめ、ドリアンキャンディー。 

米澤：じゃあ食べてみようか。 

観客：わけぎ、美味しい。 

川村：わーい！山のおばあちゃんに教えてもらいました。 
　　　「ふき」なんかは鎌で刈るんですけど、ボンッ！と 
　　　刈って持ち上げるとすごい香りで・・とれたての 
　　　「ふき」の香りって、こんな匂いなんだ！という。 
　　　「東京の人にもこの匂いを嗅がせてあげたいね」と 
　　　おばあちゃんが言うから「東京の人の鼻にぶち込ん 
　　　どけばよいのでは」って言っといた。 

会場：（笑） 

米澤：もう本当自由に、そろそろ主旨的なことを。 

川村：でね「ふき」っていうのは「みずぶき」って言って、 
　　　中にストローみたいに穴あいているんです。だから 
　　　クタクタにはできないんだけれど、こうやって煮付 
　　　けてもらうとよくできる。だから鼻に挿したら、 
　　　ストローみたいに中の水がズズーッ！って吸える。 
　　　香りがいっぱい！ 

米澤：ちょっと！（笑）とりあえず乾杯する？みなさま、 
　　　いきなり乾杯ですけど、失礼します。かんぱーい！ 

観客：（乾杯） 

米澤：失礼します、はい。ありがとうございます。宴会の 
　　　時とかはちゃんと一人一人回るんだけどね、カン、 
　　　カン、カン！って。えっと、川村美紀子さんです。 

会場：（拍手） 

米澤：米澤一平です、よろしくお願いします。 

会場：（拍手） 

米澤：僕らのことを知っているか知らないかはわからない 
　　　んですけども。普段、色んな形でパフォーマンスも 
　　　それぞれやったりもしてる。色々やってる？ 

川村：うん。 

米澤：何というわけでもなく、川村美紀子・米澤一平。 

　　　ただ人として、と言ったらわかんないですけど、 
　　　パフォーマーとしてとはちょっと違う面で、何か 
　　　できたらと思って設けさせていただきました。 

 

これまでの道のり 

米澤：彼女とは、一昨年の１２月に共演したのが初めての 
　　　機会で。それから去年の１年間、毎月１回、彼女の 
　　　公演を手伝っていて。共演は１年４ヶ月ぶりです。 
　　　とりあえず今日の日にちだけ、決めてたんですよ。 
　　　なんかやろうよ、って決めてたんですけど今年に 
　　　入って「どういう企画にしようか？」って話して。 
　　　「最近、興味あることある？」って聞いたら、 

川村：「私は暮らしに興味があるよ」 

米澤：って言ってて、「僕は過ごしに興味があります」。 
　　　じゃあ「過ごし、暮らし」にしようと。あ、全然、 
　　　食べながら飲みながらで、大丈夫ですよ。 

川村：でね、チラシを作ったの・・・あ！ 

米澤：忘れたね！ 

川村：忘れちゃったよー。 

米澤：そうなんです。この企画が決まってからは、２人で 
　　　チラシを作ったんですよ。携帯の画像をお客さんに 
　　　まわそう、小さくて申し訳ないですが。 

川村：「チラシを作ろう！」と、私がデザインする。私は 
　　　今年から山に住み始めたんですね、そこでは〝地域 
　　　のお便り〟みたいなのがポストの中に入ってくる。 
　　　まわりに山しかなくて地域新聞みてると、それしか 
　　　情報がないから・・チラシが〝地域のお便り新聞〟 
　　　みたいになっちゃったんです。 

米澤：あった、あった、最初のデザイン。こういうチラシ 
　　　になりました。 

川村：プリントしてくればよかったー、すっかり忘れた。 

米澤：ね、ぜひ見てみてください。 





川村：私は自信満々で。「これでどう？」って送ったら、 
　　　一平ちゃんから「ちょっと！（笑）」と返事がきて 
　　　〝ほのぼの平和新聞〟だと。もっとスタイリッシュ 
　　　にしてみよう！と言われたから、もっとスタイリッ 
　　　シュにして現在のチラシになりました。でもこれ、 
　　　可愛いよね？ほのぼの平和。 

米澤：みっこちゃん家に一度行ってから「チラシどういう 
　　　デザインにしようか？」って１時間ちょっとくらい 
　　　「こういうのにしようよ」とか、色々話してたり。 
　　　「じゃあ、デザイン任せたわ！あとで送ってね」で 
　　　帰宅して。次の日送られてきたのがこのチラシで。 

　　　なんか俺、彼女は自分でデザインしたりとか作った 
　　　りとかしてるので、僕は結構、カッコいいチラシを 
　　　作るっていうイメージがあったんですけどそれまで 
　　　話してたチラシもそんな感じだったんだけど、急に 
　　　「チラシできたよ」っていう風に送られてきて、 
　　　これは・・？って（笑） 

川村：わかんなかったの、私それが。 

米澤：すごい地域新聞みたいな、感じになってて。 

川村：それに気づかなかったの。あっ！って思って・・。 
　　　そしたら一平ちゃんが、参考画像をたくさん送って 
　　　くれて。 

米澤：そうそう。 

川村：もう、オリンピックの佐野さんばりにパクったよ。 
　　　全部ぶち込んだから。 

米澤：それはね、うまく盛り込んでたですよ。いや、でも 
　　　ビックリした。あれが彼女にとって今回のデザイン 
　　　に一番適しているものとして、自信を持って送って 
　　　きてるなって。だとすると、僕は性格的に人のこと 
　　　をあんまり否定できないタイプなんです。なので 
　　　「え、全然違くない？」とは言えなくて。「わぁ！ 
　　　うん、ほのぼのとしてるね（笑）」って送ったら、 
　　　なんか全部伝わって。あーこれ違った？って感じで 
　　　「参考までに、こういう風なのあるよ・・」それで 
　　　チラシが出来て。 

川村：やさしいんだ、うまく整理してくれたんだよね。 
　　　ありがとう。 

米澤：いやーもう、それは本当にありがとうございます。 

ご近所さん 

米澤：それくらい影響が強い？田舎に住んでて。 

川村：まっすぐ歩いてるつもりなんだけど、なんかどっか 
　　　行ってるんだろう。自分では、まっすぐ歩いている 
　　　つもりなんだけど・・。でもはたから見ると「おい！ 
　　　どこ行くの？！」って感じなのかねぇ。 

米澤：そういうのは、東京では無かったの？ 

川村：無かった。 

米澤：へぇ。それはでも、なんでそこを選んだの？ 

川村：ご縁でね。 

米澤：地域の人とかさ、挨拶とかすんの？ 

川村：近所のおじさんがいたから、助手席の窓をあけて 
　　　「これ、ベトナムのおみやげ」ってドリアンキャン 
　　　ディーをあげたのね。「お、ありがとね！」って。 
　　　それで買い物行って、帰ってきたの。そしたらその 
　　　おじさんが水仙の花束もって、こっちに走ってる。 
　　　何事じゃと思って、車ゆっくりにしてブーンって窓 
　　　あけたらね、「うちの畑でとれたお花、お返し。」 
　　　・・ありがとうだ。 

米澤：へぇ、物々交換だ（笑） 

川村：すごい物々交換してくるの。隣のお兄さんお姉さん 
　　　にもドリアンキャンディーあげたら、東京ディズ 
　　　〇ーシーのカレーになって返ってきた。 

米澤：すごいね、とりあえずなんか返してくれるんだね。 

川村：ビックリしたんじゃないか？すごい臭いから。 

米澤：でも、それにしては結構いいものくれてるよね。 
　　　物々交換って、東京にいると無いしね・・でもさ、 
　　　俺もさ、最近実は、引っ越してさ。 

川村：あっはは！ 

米澤：まぁ一度ね、この人は来て。まぁ、知らねぇよって 
　　　感じだと思うんですけど最近引っ越したんですよ。 
　　　元々はずっと実家にいたんですけど、今暮らしてる 
　　　家っていうのがちょっと広めの戸建てなんですね。 



 
川村：雰囲気がいいよね。 

米澤：僕の中では、まだ近所付き合いができてないの！ 
　　　それは、なんだろう？ 

川村：なんか、ペーちゃん家の玄関でウロウロしてたらさ 
　　　隣に住んでるおばさんやってきたね。 

米澤：タバコ吸ってる時でしょ？ 

川村：そう。 

米澤：だから、迷惑かなとか思ったりもしたり。 

川村：「大きな息子がいますけど、どうぞよろしく」って 
　　　言ってた。 

米澤：そうそう！よろしくって。１ヶ月くらい住んでて 
　　　初めて、俺も話したけど。 

川村：そうだよね。私も池袋でのひとり暮らし・・あぁ、 
　　　大島てるに載ってるマンションなんですけど。斜め 
　　　上の部屋で死んじゃった人がいて、というアパート 
　　　に５年くらい住んでいた。入居したとき、不動産屋 
　　　さんから「トラブルとかあるといけないし、入れ替 
　　　わりも多いし、ご近所さんには挨拶いかないで」的 
　　　なことを言われたよ。 

米澤：へぇ、はじめに止められちゃうの？近所がない・・。 

川村：ほとんど外国人だったからかな、向かいの部屋には 
　　　毎晩山崎まさよしを大声で歌う白人、横は韓国人の 
　　　男の子たちの寮みたいな。 

米澤：外国人多いんだね。 

川村：ロビーにはさ、中国語・韓国語・日本語・英語で 
　　　「ここで騒がないでください」って書いてある。 

米澤：ふーん。 

川村：池袋って多分そういう土地かもだし、ペーちゃんの 
　　　一軒家の土地にもあるんじゃない？そういうの。 

米澤：なんとなく印象としては、結構みんな長いのかな。 
　　　だから落ち着いてる、ご家族で住んでるっていう。 
　　　道路とかでさ子供が、まぁ車も通るんだけど、そこ 
　　　で親とキャッチボールしてるみたいな。別にそんな 
　　　に交通量も多くないから。 

 

猫と住まい 

米澤：あと今までと違うのは、なんか猫がやたらいる。 

川村：野良猫？ 

米澤：そうそう、野良猫。でも猫って可愛くてさー・・。 
　　　おばちゃんが道端でご飯をあげてるの。それで、 
　　　こうやってご飯を置いたら通り過ぎていったのね。 
　　　あっ、猫やる？ 

川村：（野良猫になる） 

米澤：どちらかというと・・そうだね。ちょっと、うーん。 

川村：にゃー 

米澤：まぁいいや、食べてて。 

川村：モシャモシャ。 

米澤：猫かわいいなーと思って見てたの。このへんを通り 
　　　過ぎたら、こっちに塀があるんだけど、その塀の後 
　　　に別の猫がずっとこうやってね、なんか見てたの。 

川村：（別の猫と睨み合う） 

米澤：で、ずっとご飯を食べてる猫のこと見てるの。塀に 
　　　隠れてる猫、かわいいなって。だから猫もさ（笑） 
　　　猫だって、いろんなおばちゃんたちとかにそういう 
　　　餌を与えられているわけじゃん。結構太ってるし。 

川村：タマ、いなくなっちゃったね。 

米澤：タマ？ 

川村：ここのお店の前にある、電柱に貼ってあった。 

米澤：あぁ！見た見た。それはもう、みなさん見て来られ 
　　　たんじゃない？ 

川村：〝ナイーブな猫なので、工事の音がうるさいから〟 
　　　・・・消えてしまった。 

米澤：でもなんか、あぁいうのを見ると。 

川村：猫にもあるんだ、住みやすいところが。 



米澤：みっこちゃんにも？ 
 
川村：住みやすいところ？ 

米澤：住みやすかった？池袋は。 

川村：なりゆきで住んでたからね。まぁ、そこの土地に 
　　　適応するように出来てくるよね、身体が。 

米澤：あぁ、まぁね。だから自分では別に、なんだろう。 
　　　居心地が良い悪いっていうけど、当たり前だよね。 
　　　でも、池袋を出ることになったんだよね？ 

川村：そう、契約が切れたから。 

米澤：それで東京じゃないってすごいね。 

川村：契約が切れちゃったから・・《中略》・・それで、 
　　　山に住んでいるの。 

米澤：ふーん、本当なりゆきだね。でもそこがさ、例えば 
　　　九州の方とかでもそれはそれで行くのか。別に東京 
　　　じゃなくても。 

東京、ひとり暮らし 

川村：東京じゃないとダメなことってあるのかな？ 

米澤：東京じゃないとダメなことねぇ。俺、東京で生まれ 
　　　たからちょっとわかんない。 

川村：私も。 

米澤：そうだね（笑）え、みなさんの中に、地方出身の 
　　　方っていらっしゃいますか？東京以外の方。 

会場：（挙手） 

米澤：半分くらい。じゃあ関東圏ではない方？ 

観客：（挙手） 

米澤：どちらですか？出身は。 

観客：〇〇（地方）です。 

米澤：都会はどういうイメージなんだろう。 

観客：イメージ？ 

米澤：たとえば地方から出てきて、東京都会だなーって。 

観客：でも最初住んでたのが、関東なんで。 

米澤：あ、元々住んでたところがあって。 

観客：でも、ひとり暮らしで東京に来て・・楽だなって。 

米澤：なるほど、ひとり暮らしで。僕も実家でたばっかり 
　　　だから楽ですね。幼い頃から実家に住 んでてそれ7
が 
　　　当たり前で。親の役割、家族内でご飯出してくれる 
　　　のとかもそうだし、いろんなことを常にやってくれ 
　　　るっていうので、それが自分の中ですでに当たり前 
　　　になってるっていう。そういうところは何か、精神 
　　　的な面として全然慣れたことで、僕にとっては結構 
　　　楽。「楽だ」っていうのは何かというと、意外と、 
　　　掃除するようになったんですよね。 

　　　あと自分で自分のご飯を作れるように。作れるって 
　　　いうか、選べることはすごく良いなって思った。 
　　　親は親ですごく料理好きなので「何食べたい？」と 
　　　いうのを聞いてくれるんですけど、作ってもらえる 
　　　ってすごくありがたい。もちろん出てきたものは何 
　　　でも美味しいし、まぁそれでよかったんですけど、 
　　　自分で作るっていう風になるとなんか・・やっぱり 
　　　選ぶ。なんでもよくはないんですよね、自分で作り 
　　　始めると。・・っていう部分では、自分で選ばない 
　　　といけないなっていう風に、自分の生活とかある中 
　　　で出来てきて。家具とかもそうで、自分の家にモノ 
　　　を置くってことを、親じゃないけど親がいない中で 
　　　もう一度空いてるスペースに自分でデザインして。 

川村：誰に教わるの？料理。 

米澤：全然作れる、あとはクックバッド。教わったりとか 
　　　した？料理とか。 

川村：料理クラブだったもん。小学校のとき、料理クラブ 
　　　部長だったもん。 

米澤：色々やってるね。 

川村：今は、山のおばあちゃんが教えてくれる。 



 

ネットとアーティスト 

米澤：そもそも、その山のおばあちゃんは何なの？ 
　　　・・《中略》・・へぇ、そういう地域なんだ。 

川村：うん。・・《中略》・・下手なことできないしね、 
　　　ネットよりこわい。 

米澤：ネットはこわい？わかんないけど。 

川村：あんまし見ないからわかんないけどね、こわい。 
　　　私パソコン大好きだから、よけいに。 

米澤：ネットこわい・・かぁ。僕、久々に実は昨日実家に 
　　　帰ったんですね。久々って言っても１ヶ月ぶりとか 
　　　なんですけど。で、今の家に住んでテレビ見なく 
　　　なったんで、久々に実家帰るとテレビ見るんです。 

　　　テレビをつけたらサン〇ャポっていう番組だったん 
　　　ですけど・・サン〇ャポ見た人いますか？なんか、 
　　　爆笑〇題がやってるバラエティーの情報番組みたい 
　　　なんですけど。それでやってた情報で、僕的に・・ 
　　　びっくりした情報で、元々個人的に気になってる 
　　　アーティストが出て。勝海麻衣さんわかります？ 

観客：あ、銭湯絵師？ 

米澤：そうです、そうです！銭湯絵師の勝海さん。結構、 
　　　みんな知ってます？あっ、知ってますね。銭湯絵師 
　　　の勝海麻衣さんって、現役芸大の学生でモデル・・ 
　　　コシノジュンコのモデルとかもやってて。今日本に 
　　　銭湯絵師の本格的な方って３名しかいないらしく、 
　　　もうみんなご高齢の方で、継ぐ人っていうのもいな 
　　　かったんですけど。勝海麻衣さんはアーティストで 
　　　モデルをやってて、銭湯絵師見習いっていうことを 
　　　やってて。まぁ僕は彼女を知ったのは、銭湯絵師の 
　　　ほうで。〝 銭湯絵師見習い／アーティスト 〟って 
　　　いうので知ったんですけど。 

　　　僕も、個展とか見に行ったことがあって、まぁ絵は 
　　　すごくパネル的な絵を描く方なんですよ。たとえば 
　　　人の顔だったり、恐竜とか、動物の顔を描いたり。 
　　　それを空間的に展示して。僕が行った個展の中では 
　　　入り口から身体がもう真っ黒で、顔が外人のおじい 
　　　さんおばあさんのパネルが、バァーーーーッ！って 
　　　並んでて。それがでも、並びがあるんですよね。 

　　　本当はただの四角い箱と思うんですけど、並んでる 
　　　ことで道ができていて。それを眺めながらパネルを 
　　　見て歩いたり。前ポートフォリオとか見たときに、 
　　　それは学校の校庭にたくさん置いて・・っていうの 
　　　を見たりとかもしてて。まぁ何か別に絵が突出して 
　　　うまいわけじゃないと思うんですけど、そういう、 
　　　看板とか物を空間にどう展示するかっていうので、 
　　　ちょっと面白い見せ方っていうか。ある意味では、 
　　　看板とか標識とかすら面白いとこに置くことでもの 
　　　すごいアート空間が。何か特別に自分の表現してる 
　　　絵を描くっていうよりは、そういうパネルを、どう 
　　　空間に展示するかっていう様な見せ方をやってて。 

　　　でもまぁ、アーティストの方とかでよく現役芸大生 
　　　でモデル、よくいるじゃないですか。よくいるって 
　　　いうか〝モデル〟ってとってつけたみたいな（笑） 
　　　そこに〝銭湯見習い絵師〟っていう新しい肩書き。 
　　　彼女がすごいなと思うのは、結構ディレクションが 
　　　うまいなって思ったんですよ。自分がアーティスト 
　　　として、他の人と違うっていう見せ方をするのが、 
　　　うまいなって。それも含めて、注目というか個人的 
　　　にはしてたんですけど。 

　　　そしたら最近、その方が今までに発表してきた作品 
　　　が、他のいろんなアーティストと酷似している絵 
　　　だったんですよ。動物園とかっていうのが。それで 
　　　「全部パクリだ！」っていう風にネットで言われ。 
　　　で、ツイッターで彼女がつぶやいている呟きすら、 
　　　１年前の誰かがつぶやいたことを、ちょっと変えて 
　　　ツイートしたっていう。ツイートの呟きって（笑） 
　　　別にこんなことしなくてもいいのにな、っていう風 
　　　に思うんですけども。そういうことも、全部つるし 
　　　上げてネットの中では「勝海麻衣、盗作、盗作！」 
　　　ってされてて。個人的にも、これからどういう風に 
　　　なっていくんだろうか？って思ったんですけど・・。 

　　　まさか、ね？それこそ、いろんなアーティストの 
　　　ミュージックビデオとかだったりにモデルで出てた 
　　　りとか。ある製品のコマーシャルの絵とかも、それ 
　　　はアーティストとして、ライブペイントイベントを 
　　　渋谷のなんか下のとこでイベントやってたりして。 
　　　これからかなり、どんどんどんどんメディアの方で 
　　　やるアーティストなんだろうなって思ってたんです 
　　　けど。そうしたらまさか、午前中にサン〇ャポで、 
　　　そういう風に取り上げられてて。ツイッターで検索 
　　　をかけたら、もうすっごい・・うわぁーーー！って 
　　　批判のというか、書かれ方してて。もうメディアで 
　　　活動できないし、それまでもむしろすごくいい形で 
　　　やってて。もちろん嫉妬もあると思うし、盗作って 
　　　いうのは明らかなようにはあるようには見えちゃう 
　　　んですけども、なんかね？これでもうメディアとか 



　　　出られないっていうか。もう多分、企業とかにも 
　　　使ってもらえないようなダメージ。何でしょう、 
　　　知り合いじゃないけど、今後どうなるんだろうな？ 
　　　って思ってただけに、ちょっと今日、心が少し痛み 
　　　ました。 

川村：「せんとう絵師」って、戦闘？銭湯？ 

米澤：銭湯。 

川村：戦いながら絵を描くのかと思ったよ。 

米澤：（笑） 

川村：なんかものすごい命の危険をおかしながら・・描く！ 
　　　みたいな。 

米澤：それちょっとアツいね！ 

川村：銭湯か。 

米澤：そう、銭湯。 

川村：お風呂に浸かりながら描くの？ 

米澤：いや、みんな使ってない間に描く。描いてる人も、 
　　　そんないないって。あの人も好きでやってるのか。 

オリジナリティー 

川村：メディアって言えばさ、MVとかあるじゃないか。 

米澤：うん。 

川村：代理店の人とかが、企画書みせてくる。なんだか 
　　　しらんが、海外のコマーシャルのPVとかいろんな 
　　　映像を出している。イメージ映像、ってきこえは 
　　　いいけど要はパクリだ。でなんか一生懸命にさ、 
　　「オリジナリティーを！」って言っている。 

米澤：オ、オリジナリティー？！すげぇ・・。 

川村：私わかんないんだ。なんか「クリエイター」とか、 
　　　カタカナの言葉がいっぱい。 

米澤：オリジナリティーって言葉は別にね、わかるし。 
　　　だから他のことに逃げちゃいけないわけね、そこの 
　　　オリジナリティーっていう。 

川村：だから「こういう感じでいきます～」って出して、 
　　　上の人が納得しないといけないんだって。 

米澤：でも言うとなんかさ、「オリジナリティー」って 
　　　言葉って、注文する人がとりあえず言いたいだけの 
　　　言葉っていう。「オリジナリティーで！」と言って 
　　　返ってきたものでそれなりだったら、とりあえず、 
　　　〝お任せしますって注文つけた〟ってことの責任 
　　　として、つけてるみたいな感じもある。 

川村：うーん。「何が良くて、何が良くないかどうかが 
　　　わからないから、世に出してみて再生回数だとか、 
　　　実際にお金が回ったりしないと〝良い！〟っていう 
　　　のはわからないんだ」と、作らない人が言ってた。 
　　　そういう土で生きているんだ。なにも言えない。 

米澤：うん・・まぁ結果が、そういう数字の部分っていう 
　　　ことだからね。どれだけ人が見てっていうことで。 

川村：・・と言ってる人もいたってだけで、それが全部 
　　　じゃないと信じたい。 



 

ストレス 

米澤：なんか最近さ。 

川村：うん、 

米澤：俺は結構ストレス、だんだん解放されてきてるんだ 
　　　けどさ。漠然とだけど、ストレスとかってある？ 

川村：ストレス？って・・なんだ？ 

米澤：なんかイライラするとか、落ち着かない。 

川村：あぁそれか。朝起きると、ストレスを感じるよね。 

米澤：なんで？ 

川村：存在しているということがすごくストレスじゃん。 
　　　でもそういうストレスがあるからさ、ストレスない 
　　　と人間って死ぬの？ 

米澤：ストレス無いと？・・うーん無い方が、楽だよね、 
　　　ある程度ね。まぁでも、あぁ、なんだろう・・。 
　　　「ない」と「ある」のバランスは必要だろうけどね。 
　　　「ある」ってことから解放されて、少し自由になる 
　　　ってところもあると思うから、そういう意味では、 
　　　自由を自分の中で理解するっていうのは必要がある 
　　　かっていうのはわかんないけど、でも無自覚である 
　　　よりは、ストレスをずっと抱えた状態でいるって、 
　　　そこからやっぱ解放されることでのありがたみ？ 
　　　ストレスフリーみたいな部分でもある。自分の実感 
　　　の問題だよね。だからようするに、自分がストレス 
　　　がないってことを実感した状態であるか、やっぱり 
　　　「ない」って幸せだねって実感できるっていう。 
　　　 
川村：あぁ、バランス・・。 

米澤：引っ越して、生活の中でストレスって感じてる？ 

川村：うーん、目覚め以外はないね。 

米澤：あ、そうなんだ。 

川村：うん。 

米澤：起きたときのなんか、感覚？なんで？ 

川村：わかんないけど、そうじゃない？ 

米澤：そうだね。なんか起きたとき変わったっていうと、 
　　　やっぱり陽当たりが多少いいとかかな。 

川村：陽当たり大事だね。 

米澤：そうそうそう。だからね、窓を開けることの気持ち 
　　　良さっていう。今までの家それってなかったから、 
　　　カーテン開けようとか日差しを入れよう。で、窓を 
　　　開けた瞬間のなんか、繋がったみたいな。外の世界 
　　　のこととかあるじゃん、色んな。 

　　　鳥の声が聴こえてくるところだったりするから。 
　　　今までなんとなく聴こえてたのが、クリアにすごい 
　　　なってくるっていうか。あれはなんか、何だろう。 
　　　喜びはあるような気はするよね、楽しいよね。 

川村：びっくりしたんだけど、クロアチアへ行ったときに 
　　　ハトが寝てたの！ 

米澤：ハト？寝てたの？ 

川村：ハトって寝ないでしょ？ 

米澤：寝てるイメージない。 

川村：なんかね、こうやって寝てたの。それが何十羽もい 
　　　るの。こうやってハトが寝てんの日向ぼっこして。 

米澤：へぇ。 

川村：バーって。 

米澤：集団で、 

川村：そ。人ものんびり歩いてるし、車も止まってくれる 
　　　から。ハトのために。 

米澤：だから、ハトにとって安心できる場所っていうか。 

川村：ハトってどこにでもいるから。ハトを見れば、その 
　　　土地が大体わかる。 

米澤：なるほどね。 

川村：人はわかんないよね。 

米澤：人はねー。 



 

時間＆共鳴 

米澤：ちょっと関係ない話じゃないけど。昨日〇〇さんの 
　　　イベント見に行って、で、時間について話してて。 
　　　東京とパリとイスラエルっていうのが、時間の断片 
　　　が色々あるっていうか、色んな時間がごちゃまぜに 
　　　なってーみたいなことを言ってたんだけど。でも 
　　　俺、最初何言ってるのかな？・・っていうよりは、 
　　　何言いたいんだろうなーって思って聞いてて。その 
　　　後の例えでわかったんだけど。 

　　　〝村〟っていうのは、みんな同じ時間を持ってる。 
　　　ある村っていうのがあるとして・・村っていうのは、 
　　　基本的にはそこから人が出ていったりとか、少なく 
　　　とも入ってきたりとかいうことがないような状態で 
　　　いう〝村〟っていうのは、他人の出入りだったり、 
　　　変化ってものがないから、その人たちっていうのは 
　　　ある意味でいうと、同じ時間のペースで一人一人が 
　　　その環境の中で大体同じようなペースにいる。 
　　　でも東京とかパリ、イスラエルの時間が色々って 
　　　言ってたのはつまり、色んな速度で生きてる人、 
　　　色んな街だったり、国だったりっていうそういう。 

　　　人っていうのはそもそも、色んなペースを持ってる 
　　　と思うんですよね。例えばすごく、その人自体にも 
　　　言えると思うんだけど「毎日早く仕事しないと！」 
　　　っていうペースが、メトロノームとかでいうと、 
　　　160～180、カチカチとかいう感じで動いてるのか 
　　　もしれない。そういう人もいれば、なんとなく田舎 
　　　から「あー東京か！」と思ってきてる人とか・・。 

　　　っていうのは例えば、まだ田舎のペースでカチ、、 
　　　カチ、、これぐらいのペース。でもそういうペース 
　　　の人とかが、またカチコチカチコチ！とかだったり 
　　　他にもそれぞれのペースがあるので、カチ、コチ、 
　　　ぐらいのペースの人もいれば、カチコチカチコチ！ 

　　　まぁ、色んなペースの人が、街とかには。いわゆる 
　　　首都になるのかわかんないけど、いろんな国の人と 
　　　集まったりすると、やっぱり人って影響を受けるん 
　　　ですよね。ぶっちゃけ言うと、この場もそうだと思 
　　　うんですけども。すごーく緊張してる。正直、分析 
　　　してると、ある程度緊張してる場だと思うんです、 
　　　そうすると結構落ち着かないっていうか。それって 
　　　なんでかっていうと自分のペース、みんなのペース 
　　　または俺たちとのペース、っていう若干ズレがある 
　　　ってところに、緊張感があると思うんですけども。 
　　　でもなんらかの方法で、みんなの多分、気持ちの方 

　　　と思うんですけど、気持ちの方で別にゆっくりで 
　　　（手を叩きながら）このくらいのペースとかでも、 
　　　なんかだんだん心地よくなってくるっていうか、 
　　　落ち着いてくるっていうか。っていうのが多分、 
　　　あると思うんですよね。なんかそれが、東京とかの 
　　　中ではそれがほら複合的（様々な速度で手を叩く） 

　　　・・こういう、圧が強い人とかもいるかもだし。 
　　　もう色々他の人の影響を受けるんですよ、人はね。 

川村：赤ちゃんをさ、抱っこしてるお母さんがさ。 

米澤：あー癒されるってやつ？ 

川村：赤ちゃん抱っこして揺れながら、そのお母さんと 
　　　喋ってる相手の人も、なんにも持ってないのに 
　　　こうやって一緒に揺れてる。 

米澤：（笑） 

川村：あれ面白いよね。 

米澤：でも、それもすごい同期してくるっていうかさ。 

川村：本人たち、全然気づいてないんだよ。揺れてるの、 
　　　お互いに。 

米澤：でもそれも、影響しあいっていうのが面白いよね。 
　　　だから今、意図的にの話じゃないけど、自然とさ、 
　　　色んなそういう時間の人が存在するってだけでなん 
　　　となくそういう場が生まれたり。なんとなく、そう 
　　　いう場が一致してくると合ってきたり。普段はそう 
　　　いう人もゆっくりになってくることもあるし、心地 
　　　よければ早くても、楽しいとかになったりもする。 

川村：踊りする？ 

米澤：やろっか。いくつかお互い選曲してきてるので、 
　　　ちょっといつとかは、わからないですけど。はい。 
　　　なんとなく唐突に、始まります。 

川村：私は、なんも選べなかった。どうしようか、 

米澤：やっぱこういうの面白いって思うのって、自分一人 
　　　で考えるのと違って、みっこちゃんと過ごすんだっ 
　　　たらどういう曲にしようかなーみたいな。 

＜音スタート。二人、踊り出す＞ 



 

事故 

＜ビールグラス、割れる。＞ 

米澤：事故でーす（笑） 

川村：みて、この欠片。アート・オブ・ノイズ。 

会場：（笑） 

米澤：えー今、何で割れた？ 

川村：わかんない。でも、きれいだからこのままがいい。 

米澤：すいません、お店の人にご迷惑をお掛けする、 

川村：わぁ、砂浜みたい。 

米澤：・・・。 

川村：：あーごめんね。え、かたしちゃうの？ 

米澤：大丈夫？ 

川村：いたい。 

米澤：でしょ？ 

川村：ガラスが刺さった。 

米澤：なんかあれでしょ？寝っ転がったりするタイプ 
　　　でしょ？ 

マスター：これも演出として。 

会場：（笑） 

観客：マスター、雑巾をもう一枚ください。 

マスター：はい。 

米澤：じゃあマスター、これやっておくので。 

川村：ガラスをつなぎ合わせて、パズルつくろう。 

米澤：あとでやろうね。 

川村：うん。 



 

音源 

米澤：今の音楽のチョイス、僕なんですけど。美紀子さん 
　　　とじゃなかったら俺、選ばなかったなっていう。 

川村：これ、一曲まるまる初めて聴いたね。 

米澤：ね。 

川村・米澤：（笑） 

米澤：変わったなーって思うこととしては、自分に余裕が 
　　　できてきたからか、自分が踊りたいっていうより、 
　　　この人が何を踊りたいか、ってことを結構考える。 
　　　自分の企画では、あんまり曲使わなかったの。 

川村：へぇ、そうなんだ。 

米澤：あんまり曲使わないでやろうと思ってたんだけど。 
　　　この人とこれで踊りたいなって思うモチベーション 
　　　っていうか選曲が、自分の中で出てくることが面白 
　　　くて・・。で、ちょっと自分の企画では選曲をして 
　　　いこうかなと。 

川村：うわぁ！なんかこの欠片、すごい。 

米澤：細かいのあると中々ね。選曲とかってなんかある？ 
　　　今聴いてるのとか、僕は人と交流するのが好きで。 

川村：あ、暑い・・。 

米澤：暑いよね。 

川村：私は暑いけど、他の人はわからない。 

米澤：なんかお客さんも扇いだりとか、ちらっと見えた。 
　　　一曲踊っただけなのに。あれ？今これ、誰が・・？ 
　　　可愛いポケットティッシュ、ありがとうございます 

川村：ありがとうございます、かわいい。 

米澤：キキララだね。ポケットティッシュ。 

川村：きらきら。ここにもあるよ、三角形のキキララが。 

米澤：大丈夫そう？ 

川村：ありがとう。 

米澤：いえいえ。ちょっとビールがなくなったから、じゃ 
　　　ちょっと一回、今ちょっと中途半端なあれなんです 
　　　けど、もしドリンク頼みに行きたい人いたら一緒に 
　　　行きませんか？ 

川村：（笑） 

米澤：そう今行っちゃいますよ俺。あっ、行きましょう。 

休憩タイム 

川村：さて、これは私が作ったんです。前かけエプロン。 

観客：すげー。 

観客：どのくらいで編んだんですか？ 

川村：もう１日～２日でやっちゃいますね。 

観客：ふーん。 

川村：これも作りました、２種類。こっちは棒針ですが、 
　　　これはかぎ針で作ったものです。 

会場：へぇー。 

川村：母親には、相撲のまわしだと言われました。うーん 
　　　それにしても、どうして割れちゃったんだろう。 

観客：川村さんのパワーですよ。 

川村：Mr.マリック「これが、気の力です」ハッ！・・あっ 
　　　そうだ、サインペン持ってきますね。 

米澤：ただいまー。意外と今、バーカウンターゆるい組が 
　　　面白かったっていう。ガラス、大丈夫？ 

川村：モーメンツ・イン・ラブです。 

米澤：書いてるの？うん、これが１時間の結晶です。 

川村：アート・オブ・ノイズのジャケット、笑ってるほう。 



 

マスター：片付けなくて大丈夫？ 

米澤：もしかしたら、音として使えるかもしれないので。 

マスター：はい。 

米澤：では、第一部終了ということで。何部まであるか、 
　　　わかんないですけど。皆さんお腹いっぱいですか？ 
　　　ん、なんだ？・・・ツーって音が気になる。よし。 

川村：このキャンディー、ドリアンキャンディー。 

米澤：あ、自分で買ってきたやつを食べてるの？これ、 
　　　ドリアンキャンディー食べた方いらっしゃいます？ 

観客：（挙手） 

米澤：どうでした？ 

観客：臭い。 

会場：（笑） 

米澤：すごいクールですね（笑）僕も、吐きたいって感じ 
　　　ですけど、舐めきりました。 

観客：まだ残ってます。 

米澤：お口直しもしずらいっすよね。 

観客：ドリアン（笑） 

米澤：ドリアンは舐めながらやると。え、なんかダンスの 
　　　話とかしてたっけ？ 

川村：そうだっけ？踊ったら忘れちゃうね。 

米澤：ね。 



第二部 

音楽と歌詞 

米澤：あの今、どんな気分ですか？ 

川村：ねぇ！あのさ、ヒュッ！っていうの、あったね！！ 

会場：（笑） 

川村：あったよねなんか！でさ、でさ！それでさ、 
　　　ヒュッ！のときにペーちゃん、パンッ！って手を！ 
 
米澤：入れた、入れたよ（笑） 

川村：きたよーって、きたよー！ってなったよ。そこ、 
　　　入れてきたねって。 

米澤：そうそうそう、あそこはね。一応、曲は選曲してる 
　　　から僕は覚えてるんだけど、 

川村：あ、そっか知ってんのか。 

米澤：聴いてきてるから、さすがにね。一瞬、「！」って 
　　　とこあったね。 

川村：あったね。 

米澤：みっこちゃんはさ、音楽とかは最近は聴かないの？ 
　　　なんか聴く曲、最近変わってきて。まぁ、みっこ 
　　　ちゃんとやるからっていうのもあるけど。 

川村：そっか。 

米澤：でも変な話、僕、音楽の歌詞とかを聴くようになり 
　　　ました。なんか今さらって。だからなんか今までさ 
　　　「西野カナ、共感できます！」とか、何言ってんの？ 
　　　と思ってた部分あって。ごめんなさい、西野カナの 
　　　ファンがいたら。あぁいや、ここにはいなさそう。 
　　　 
　　　でもなんか、これだったら自分も共感できるなとか 
　　　代弁とまでは言わないけど、ちょっとこの感覚に 
　　　近いような音楽を見つけると、すぐ歌詞の内容も 



　　　入ってくるようになる。やっぱ入ってこない音楽と 
　　　歌詞とかある中では、最近すごくすんなりというか 
　　　自分の中で歌詞が、曲が入ってくるから。一応、 
　　　だから選曲してきてるんですよ、そういう中では。 
　　　ちょっと今日、どのタイミングでそれが行けんのか 
　　　わかってないな。とりあえず。 

川村：選べない。 

米澤：でも、２曲くらい選んでくれるみたいなことを。 

川村：あぁうん。浜崎あゆみのライブにね、この前行って 
　　　きたんだ。それで、浜崎あゆみをずっと聴いている 
　　　しかないから・・・浜崎あゆみ、ね？ペーちゃん、 
　　　違うから・・。 

米澤：うん。浜崎あゆみきたら俺、多分座ってるわ。 

川村：座ってるでしょ？だから・・泣いたね！ 

米澤：お、おう。泣いたって？ 

川村：泣いたよ。もうペンライト振ってね！ 

米澤：あぁ！ライブ。 

川村：そうそう。話の通じない弟の嫁との唯一の共通点が 
　　　浜崎あゆみだから、一緒にね誘われて行ったんだ、 
　　　さいたまスーパーアリーナ。 

米澤：アリーナァ！・・ってやつ？ 

川村：あぁすごい、もうね、あのね、それは浜崎あゆみの 
　　　デビュー当時「poker face」の映像が、LEDパネル 
　　　に流れたの。号泣。 

米澤：へぇ、 

川村：もう号泣でね。嫁が隣に立っていて、「若いときの 
　　　あゆかわいいですねー！」ってこっちを向いたの。 
　　　あぁ、今こっちを向くでない、嫁よ。と思ったよ。 

会場：（笑） 

川村：号泣でわぁわぁって感じで、あらら、ごめんなんか 
　　　よだれ出ちゃった。でね！恥ずかしくてTシャツも 
　　　着れない私に嫁は「せっかくだし着てください！」 
　　　って言われてね、着させてもらって。それで帰りに 
　　　ペンライトもって、赤羽駅で降りて。バスに乗る嫁 
　　　を見送ろうとしたの。写真を撮ろうと思って。 

米澤：うん。 

川村：「しゃ、写真を撮りませんか？」と言ったの。嫁は
「え、ここで？！」ってさ。「さいたまスーパーアリーナ
で撮ればよかったのに・・」と戸惑っていてさ。私は、 
「ぁ、あ、赤羽スーパーアリーナ」ってしか言えなくて。 

会場：（笑） 

川村：浜崎あゆみの魔法が！とにかく！とけないうちに、 
　　　それで嫁との会話もギリギリ通じるうちにこの瞬間 
　　　を写真におさめておくのだ、なぜなら浜崎あゆみは 
　　　私の青春とともにあり、またここから青春がつくら 
　　　れていくのだこの嫁と！！！と思って。 

米澤：おぉー。 

川村：でもそういうことはね、言えなくて。やっぱさ、 
　　　恥ずかしいじゃない？赤羽スーパーアリーナでさ。 

米澤：それ言った瞬間、嫁も冷める。で、撮れたの？ 

川村：撮った。もう、浜崎あゆみへの愛を再確認したね。 

米澤：また嫁と一緒に行けるね！ 

川村：そうだね、嫁はライブ慣れしてるからね。混んでる 
　　　トイレに行かないで、空いている奥のトイレにサッ 
　　　と行って速攻で戻ってきて「今回のライブは21周年 
　　　記念でツアーではなく単発なので古い曲をたくさん 
　　　やってくれると期待しています。」「なるほど期待 
　　　ですね。」という感じで、はじまるのです。 

会場：（笑） 

米澤：あー、うーん。 

川村：なんの話してたんだっけ？ 

米澤：えっと、いや全然、全然。合ってるよ。 

川村：ファンというものは自分の中でストーリーを作って 
　　　いくわけだ、勝手にね。・・っと思うと、私も超絶 
　　　小規模でもその可能性が？！うん、ゾッとしたね。 

米澤：ゾッとしました？ 

川村：うん。 

米澤：え、でもみっこちゃん意外だよね。正直そういう、 
　　　信仰っていうか「私は浜崎のファン」的なさ。 



川村：ライブに行く直前、打ち合わせをしていて。 
　　　「今から埼玉へ行きます」と伝える。すると、 
　　　「へぇ、さいたま芸術劇場？」「・・・さいたま 
　　　スーパーアリーナへ、浜崎あゆみのライブを見る 
　　　んです！」と立ち上がったね。 

米澤：やっぱりあっちも、埼玉っていったらね？みっこ 
　　　さんだったら、芸術劇場だろうと思うと思うよ。 

会場：（笑） 

米澤：意外ですよね。調べてみたら、浜崎だしみたいな。 
　　　あれバックダンサーやってたっけなーみたいな。 

川村：一昨年の夏、バックダンサーオーディションにガチ 
　　　プロフィール書いて出したら落選した。 

米澤：オーディション通ってたら、アツいよね。 

 

ダンスどこいった 

川村：それで、どういう曲にしたらいいかわかんなくて。 
　　　いわゆるダンスっていうやつをさ、私は踊ってない 
　　　んじゃない？ってなってなんか、どうやってやって 
　　　たんだっけ？どうやって、私は踊っていたんだ？！ 
　　　あれ？！？！（笑）・・だったけど、ペーちゃんの 
　　　グッドな選曲のおかげで身体は動いたー。 

米澤：よかったよかった、よかったよ。 

川村：うん。 

米澤：さっき開場前、音楽流してるときに「・・あら？ 
　　　踊りかた忘れちゃった」って。 

川村：「私はどうやってやっていたんだ？！」 

米澤：って感じで。まぁ、なんとかなるとは信じてたが。 

川村：こうやって人がいるから。一人でいたら、どうやん 
　　　だったっけか？！ってなっちゃうが、不思議だね。 
　　　そういうのは。 

米澤：だからね、影響だよね。 

川村：そうだね。 

米澤：そういう意味では、東京だと踊れてたけど、今住ん 
　　　でるとこでは「あれ？」みたいな感じになるの？ 

川村：もうさ、なんだろう。都市の祝祭っていうかさ・・ 
　　　圧迫されてあふれちゃったね身体から！みたいな。 
　　　そういう感じ。私がとっている情報にもよるけども 
　　　別に東京にいても、きちんと情報を取捨選択すれば 
　　　心よく生きられるわけで。でも、私はそういうのが 
　　　下手くそだから、ニュースも見ない・・というか、 
　　　変にヤフートップとか開いちゃうと、うわぁー！！ 
　　　ってなっちゃうから（笑）そっと閉じる。 

米澤：入っていき過ぎちゃうんだね。 

川村：そういうのもやはり、きちんと「いる・いらない」 
　　　ができるんだね。人を観察しているとさ、上手だよ 
　　　そういうのが。 



米澤：でも、自分でそういう性質をわかっているっていう 
　　　のが。流れっていうのもあるのかもしれないけど、 
　　　そういう意味では何？自分の状態が本来は・・って 
　　　言ったらおかしいけど、東京じゃなければ踊らない 
　　　川村美紀子なわけだよね。仕事がなければ。 

川村：そうかね、なんだろうね。吹き出しちゃってたし、 
　　　今もそんなすぐにはわかんないけど。引っ越して、 
　　　間もないわけだから、まだわかんない。それをする 
　　　必要がなくなったら・・。 

　　　踊りって元々、畑とか豊作のために、わーと賑わう 
　　　わけじゃん。人々が。その「わー！」となるのって 
　　　本当に「わー！」ってなってるのかな？五穀豊穣、 
　　　魔除け的な、災害来るなよ！みたいな。 

　　　富山〝おわら風の盆〟見に行って、友達が地元で。 
　　　新聞みせてもらったら、元々は八尾町っていう町を 
　　　ひらいた開祖みたいなボスと、町民たちが、建物の 
　　　建設許可証みたいな書類の所有権ですごいもめた。 
　　　それで、最終的に町民が取り返して「やったぜ！」 
　　　そのまま３日３晩、踊り明かしたのが〝おわら〟の 
　　　起源という一説。そこから五穀豊穣とか台風来るな 
　　　とかに変化したんだってさ。本当に嬉しかったんだ 
　　　なぁって、建物建てられるぜ！って。 

米澤：そこのエネルギー（笑） 

生命体としての衝動 

川村：Siriに「踊ってみて」って言っても「すみません、 
　　　それはできません」と言われる。そりゃそうか、 
　　　データの集積で自発的に衝動が沸き起こらない 
　　　システムになってるならば、それはそうかもしれ 
　　　ないけどそう思うと逆に、内から衝動が吹き出る 
　　　ようなバグを仕組んだら・・とか思っちゃうんだ。 

米澤：踊り始める？（笑） 

川村：衝動が。 

米澤：衝動ねぇ。俺も機械のテクノロジーとかわかんない 
　　　けど、やっぱりでも、そういうところはあるよね。 
　　　欲求とか目的を自分で作る、つまり衝動を。衝動と 
　　　か欲求っていうのが、意思になる。心になる。って 

　　　思うと、その部分っていうのは作れれば・・人間的 
　　　な感じになるんだろうねって思うけど。その辺の人 
　　　と会話したことを、今話してもって感じ。 

川村：そうなの？ 

米澤：ごめん、話すとちょっと俺、長くなっちゃうから。 

川村：なんなんだ？ 

米澤：それはね結局、答えとして返ってこなかったんだ。 
　　　俺は疑問として、それは結構前の話だけど、アート 
　　　ハックデーっていうのに参加したことがあって。 
　　　〝ハッカソン〟ろいう言葉があるんですけど知って 
　　　ますかね？ハックする、ハッキングするっていう 
　　　言葉と、マラソンって言葉を掛け合わせた言葉で。 
　　　海外だと企業とかで、いろんな会社の部署とかが 
　　　ボーダレスに連携を組ませて、２４時間とか２日間 
　　　とか期間を決めて、即興的にチームを組んだ中で、 
　　　何かアイデアを出すというか。開発も出来ちゃえば 
　　　いいんですけど、その短い期間の中で開発はできな 
　　　くても、何か次のヒット商品とか新しいものを生み 
　　　出すためのきっかけを作り出すためのもので。 

　　　ハッカソン優勝すると、その人たちに報奨金が出た 
　　　りみたいなのっていうことを会社が、お金じゃない 
　　　けど、そういうクリエイティブ精神を煽って新しい 
　　　ものをやるっていうのがあるんですけど。大体そう 
　　　いうのって、テクノロジーとかエンジニアの世界で 
　　　のことが多いらしいんですけど、僕が参加したのは 
　　　アートハックデーって言って、アートって単純に、 
　　　ペインターだったりとか、ダンサーとかだったり、 
　　　そういった人たちも混ぜて、アートをハックする 
　　　ってところに焦点を置く。それに参加したときに、 
　　　１回目はまだ良かったんですけど、だんだん主旨が 
　　　変わってアーティストが扱いづらいって風になって 
　　　まずテーマが出来てて。すいません、そのテーマの 
　　　名前忘れちゃった・・・いわゆる、僕たちは生命体 
　　　じゃないですか。 

川村：？！ 

米澤：生命体が、子供だったりもどんどん作れるじゃない 
　　　ですか。でも生命体じゃないテクノロジーが新しい 
　　　生命体を、自分たちを生き物のようにAIの世界で 
　　　子供を産むのかみたいな、どうやって彼らが子供を 
　　　産んでくのかっていうのがテーマになっていて。 

　　　テーマ自体がすごく扱いづらいものになっていて。 
　　　これは結構アーティスト入りづらい。どころか、 
　　　元々ダンサーは作品を発表すれば良かったのが、 



　　　一週間展示物としてできるものじゃないとダメ、 
　　　プロダクトじゃないといけない、装置じゃないと 
　　　いけない、みたいになっていって。 

　　　そういう企画に参加したときに、僕がアーティスト 
　　　側としてまず疑問に思ったことは・・・やっぱり、 
　　　AI的なものっていうのは欲求がない。欲求はなにが 
　　　作るのかというと、僕は身体だと思ったんですね。 

　　　身体が欲求をつくる。身体があるからこういう身体 
　　　だから、この身体の中で動く自分の中の気持ちよさ 
　　　だったり、そういう骨の構造だからそんな風に動く 
　　　とか。胃とか腸とかだったら、こういうものは受け 
　　　付けられるから、そういうものを食べたいだとか。 

　　　身体があるから、人だったりいろんな動物も、どれ 
　　　だけ意思があるか（知性があるかは別として）欲求 
　　　がある。でもAIは欲求するための身体ないじゃん、 
　　　っていうような話で。彼らはじゃあ、なにを求める 
　　　のか？っていう、自分の生命を維持するためになに 
　　　を求めるのかっていうところ。 

　　　身体って外面的なものじゃなくて、内臓的なもの、 
　　　そういうのが生まれればできるのかなとか思った。 
　　　っていうのと、そういうことができないと、じゃあ 
　　　子孫を反映しようとか、自分が次世代の機械として 
　　　とかいう意思としては返ってこないんじゃないか 
　　　な・・・っていうことを思い出したなって・・。 
　　　すいません、だいぶ長くなっちゃった。なんの話 
　　　だっけ？ 

川村：・・・。 

米澤：まぁ、あとは環境とかかな。どういった環境でもの 
　　　が育つとか、意思の生成とか欲求の個性とかもある 
　　　と思うけど。 

川村：ふーん。 

米澤：身体にも、さっき言った「わー！」って、踊り出す 
　　　っていうかさ。そういうのもある気がする。それが 
　　　ダンスにならなかったとしても、今の場は今の場で 
　　　さ。つまりその環境で、自分が生きるために順応し 
　　　てくっていうか適応してくってものがあると思うん 
　　　だけど。今でいう、踊りってものが、別になくても 
　　　生活できる。むしろ、生活するためには他のことが 
　　　必要だから、ダンスに対するエネルギーじゃなくて 
　　　どこに行くんだろう？ 

川村：どこまでが踊りだろう、線引きしているのかな？ 

　　　暮らしと踊りっていうのは、いわゆる〇〇〇〇〇 
　　　（大手レコード会社）みたいな、お仕事ダンス 
　　　じゃなくて。もちろん〇〇〇〇〇をディスってる 
　　　わけではないんだけども。いいとか悪いじゃなく、 
　　　私の場合は暮らしと踊りっていうのが粘土みたい 
　　　に、白と赤ぐちゃぐちゃに混ぜたらピンクでどっち 
　　　赤だったっけな？みたいな、そんな感じなんだ。 
　　　もしかしたらわかってくるのかもしれないそれが。 
　　　ここが赤だよ、白だよっていうのが、ちゃんと自分 
　　　でわきまえることができるのかもしれない。けれど 
　　　今はピンクなんだ。 

米澤：みっこちゃんにとってはピンク？なにが？ 

川村：踊りというものが。 

タップと空間 

米澤：僕は、15歳のときにタップをはじめて。それまでは 
　　　ダンスとかってあんまりご縁がなかったんだけど。 
　　　今から14年前だよね、それから音楽とかがあって。 
　　　タップってむしろ、ダンスっていうよりもまずは、 
　　　発想としては音みたいなところがあって（プロセス 
　　　が若干違うとは思うんだけど）僕の場合、音を起点 
　　　に自分を踊らせていくっていうのなんですよね。 

　　　もちろん自分の中でうごめいているものが先にって 
　　　いうこともあるのもそうだけど、それよりも、自然 
　　　に立ったときに、ダン！こんなんだったりした音、 
　　　引きずった音とか、普通になんとなく自分のペース 
　　　で歩いている・・こんな音だったりするわけだね。 
　　　なんとなく、自分のペースだなって。 

　　　歩くときって実際みんなそうだと思うんですけど、 
　　　なんか、タップを踏んで、普段こうやって歩かない 
　　　じゃないですか。歩き出したら多分ある程度一定の 
　　　ペースだと思うんだよね。 

川村：やってみよう。 

米澤：うん。まぁそれがゆったりだとしても、自分の中の 
　　　リズム、楽なペースっていうのがあって。止まった 
　　　としても、なんとなく残ってて。自分のタイミング 
　　　で歩いててっていう。 



米澤：具体的に音が生まれることによって、自分の中で、 
　　　タ、タ、タ、っていう。これに慣れてくると、中に 
　　　余計にスペースを入れたくなったり。タドンドン、 
　　　タドンドン、タドンドン・・・。 

川村：履く靴とかでも、歩き方変わるよね。 

米澤：うん、変わる。 

川村：例えば長靴とかクロックス履いて畑やると、地面に 
　　　はやわらかいところと固いところがあって、それに 
　　　よってこうやってバランスをとろうとするんだ。 

米澤：はいはいはい。 

川村：長靴はここの感覚が、自由にあんまり動けないから 
　　　固定したまんまこうやってやったりすんのね。溝と 
　　　かもあって、落っこっちゃったりすんの。そういう 
　　　ときは、ぴょんっと飛び越えたりするんだ。 

米澤：うん。 

川村：ヒールで池袋、歩いてるときはこうやって歩くの。 
　　　背筋ピーンでカンカンカン！めっちゃ高いヒール。 

米澤：しかも、結構はやいね（笑） 

川村：歩き方が変わるの。コンクリートのアスファルトを 
　　　ヒールで歩くのと、長靴はいて畑でバランスをとっ 
　　　ている身体。 

米澤：履いてるものとか、土とかの環境ね。環境はだから 
　　　あるよね。僕がほかに意識していることがあるとす 
　　　れば、もちろん靴とかも、裸足っていうのでも違い 
　　　があると思うんですけど。音を鳴らしにいくって 
　　　方に発展するんだったらば、ここの靴の音を鳴らす 
　　　ってよりは、ここの地面を通じて空間の音を鳴らす 
　　　って感覚がある。もっと鳴らすんだったら裸足とか 
　　　でやったほうが。どれくらい揺らすかで、この環境 
　　　をこれくらい揺らすのか。接触面の音じゃなくて、 
　　　響いて、どこまで響すか、空間を響すかって感じで 
　　　来ている。これは、ダンスっていうのとは違う視点 
　　　だと思う。 

川村：なんか湿気多い？今日、雨？ 

米澤：さっき、ビールこぼしたからじゃなくて？ 

川村：なんか重く聴こえるね。人が多いからかな？ 

米澤：意外とこの椅子の近くだったらね、響いたりする。 

川村：ほー。 

米澤：人がいると、ここやっぱり床が下に下がるから。 
　　　人がいないと、もっと揺れるんですよ。そこは全然 
　　　違う。ぐっと押さえつけられてるから、響き方は 
　　　やっぱり違います。みんないないともっとうん！っ 
　　　てなることもあるし。まぁ湿度とかもあるかもしれ 
　　　ないね。 

　　　ダンスから音楽なのか、音楽からダンス（リズム） 
　　　なのか。リズムが音の方に向くのか、結局はどっち 
　　　もどっちっていうか、両方同じことをやってるだけ 
　　　だと思うんだけど。リズムを生み出すまでは、助走 
　　　があると思ってるんだよね。いきなりそこに入る 
　　　ってよりは、最初はなんかわかんないけど、でも 
　　　どっかでちょっと慣れてくるのもあったりする。 

　　　それって結構、身体と土が関係してきたりみたいな 
　　　感じでさ。たとえば俺も自分の意思だったりとか、 
　　　今やってるリズムとかが、だんだん自分の中で連動 
　　　（循環）してくると、タップやってる中でダンスに 
　　　なってきたっていう。 

　　　形だけでさ、タップのルーティーンやっても、別に 
　　　ダンスだと思わないじゃん。ただの型、その振付を 
　　　やってるだけだと。本当に乗ってないと、今ダンス 
　　　してるなって風に思わないし。ダンサーとか見ても 
　　　ただ振付やってるだけでは、ダンスに見えないし。 

川村：そういう美しさもあるよね、形式的な。 

米澤：それは文化的な形式美としては否定はしないよね。 
　　　でもそこに、どういう衝動を好むかっていうのはあ 
　　　る部分もあってさ。すごい技術じゃなくても、子供 
　　　がこうやって、わー！ってやってるだけでもやべー 
　　　衝動がすごい生まれてるっていうのはあったりして 
　　　あぁこれダンスだな、っていうのも思ったりして。 

　　　なんか、俺は見てんのは、技術とかっていうか衝動 
　　　の部分が多い、見てるところがあるかな。文化面的 
　　　に見て技術がすごいっていうのももちろんあるし、 
　　　尊敬もするけど、一緒にやるんだったら衝動が起き 
　　　る人。 

川村：一緒に育みたいね、衝動を。 



 

過ごし 

米澤：衝動ってどこかで起きるものじゃなくてさ、今、 
　　　ライブで起こることじゃん？ 

川村：じっくりいくときもあるしさ、パーン！ってダイブ 
　　　するときもあるじゃない？衝動には色々な種類が、 
　　　その場その場であるんだろうね。 

米澤：あるね。だからこの場で、必然的なことを、ここで 
　　　起こったっていうのを俺は観たいな。って思うし、 
　　　自分でもそうでありたいなと。今ここでなんでここ 
　　　に合ってない作品やるんだろう？っていうのもあっ 
　　　たりさ。 

川村：それはどうしてそう思う？感覚？ 

米澤：それは感覚だと思う。正確に言っちゃえば、自分が 
　　　求めてるものっていうのは自分がやりたいこと。 
　　　自分のやりたいことに近いことが起こっていれば、 
　　　それはもう感覚的に「あ、今やってるこの人」とか 

　　　肯定してる感覚って、自分の中でリスペクトしてる 
　　　こうありたいっていう衝動だったりあるものを察知 
　　　はするんだけど、別にそれは素晴らしい素晴らしく 
　　　ないじゃないかもしれないけどね。俺にとって、 
　　　やりたいことをやってるっていうか。 

　　　今、ライブしてる。衝動で今やってる。って感じが 
　　　起こってると、感動しやすいかな。 

川村：ふーん。 

米澤：でもそれは別に常に感動しているわけではなくて、 
　　　ずっと模索し続けたいっていうのもあって。なんか 
　　　今、この人探してるな、探してるな、あ、入った！ 
　　　っていう瞬間もわかるし。入った瞬間が６０分ある 
　　　中で１分あればいいなと思った。あの５９分間は、 
　　　あのためにあったよねっていう。 

　　　そこにいくまでの過程が〝過ごす〟って行為なんだ 
　　　と思う。なんかやっぱり、そこに出逢うためにさ、 
　　　どういようかな、どうしようかな、誰とどういう風 
　　　にっていうモヤモヤの時間は長いし。僕はいろんな 
　　　人とセッションする機会を、割と頻繁にやってて。 

川村：すごい勢いでやってるもんね、色々な人と。 



 
米澤：そうそう、それはやっぱりその人と過ごしてて 
　　　「あ、あったね！」っていう感覚を起こすために、 
　　　やっぱり過ごしてるんだよね。 

川村：でもそれを狙いに行くのはなんか・・いやだ。 

米澤：うん、狙い、そうだね。でもぶっちゃけ、狙うこと 
　　　はできないよ。狙えばできないしね、信頼するしか 
　　　ないよね。たとえば「今この人の感じ、なんか違う 
　　　な、今ちょっと合ってないかもしれないな。」とか 
　　　って思ってても、でも、待とうって思うってこと。 

　　　待とうだったりとか、自分も少なくとも本番の日に 
　　　その人とやるっていうことを決めてからは、ずっと 
　　　なんとなく無意識の中でいろんなことを考えてて、 
　　　いろんなことにセンサー張ってるんですよね。 

子ども 

米澤：今日、電車で子供がさ、バーって入ってきて。靴も 
　　　脱がないでイスにのぼって窓の外みて、お母さんに 
　　　「やめなさい」みたいな感じで言われたと思ったら 
　　　次につり革つかまろうとして。すごい遠いんです。 
　　　子供を持ち上げてつかませたと思ったら、こっち！ 
　　　っていう風に揺られてちょっと満足、みたいな。 

川村：うん。 

米澤：それで思ったのは、子供って遊び尽くすなーって 
　　　思ったのね。ある環境の中で発見したものとかを 
　　　「こっちも遊べる、こっちも遊べる」。それが、 
　　　興味を持つことなのか・・俺の中でいうと、遊び 
　　　尽くすっていうか。これがダメだったら、こっち！ 
　　　こっち！っていう選択はすごいなって。それは衝動 
　　　的な部分だったりお、センサー的な感覚だったり、 
　　　見習わないといけないっていうか、すごく理想的だ 
　　　なっていうところはあったりするかな。 

川村：ふーん。ペーちゃんはあんまり、こっち！こっち！ 
　　　ってなんないの？ 

米澤：うーん、なるにはなるけど。子どもはそのセンサー 
　　　が純粋だよね。ピュアだよね、やっぱ。 

川村：なに線？ 

米澤：え？小田急線。 

川村：小田急線かぁ、 

米澤：うん。 

川村：私、同い年のいとこがいて。生まれた２人の子供は 
　　　小学生と幼稚園。遊ぼってなるとすっごい遊ぶの。 
　　　「怪物おばさんがきたぞー！」と私もギャーギャー 
　　　やってんの。ふわぁ・・疲れたってなってもさ、 
　　　「もっと、もっと」と遊ぶの。ふぅ・・ってなる。 
　　　パッと子供みたら、サラリーマンみたいにスマホで 
　　　〝ツムツム〟やってんの、こうやって！ 

米澤：（笑） 

川村：・・え？！と思って「何してんの？！」と言ったら 
　　　「ツムツム」みたいな、「何？！ツムツムって？！」 
　　　「これ同じ柄のキャラクターを揃えるとポイントが 
　　　貯まってー」・・・小学一年生だよ？ 

米澤：なんか、大人な。 

川村：怖いと思っちゃって。しかもティックトックとか 
　　　やってるの、子供たちを親が撮って投稿して。 

米澤：俺、あんまわかんない。スマートフォンアプリ 
　　　だってことはわかる。 

川村：知ってます？ティックトックって。歌に合わせて 
　　　踊ったりして短い動画を投稿するんだけど、その中 
　　　から決まった歌を選ぶ。「はいチーズ！」とかいう 
　　　音があったら、はいチーズ！って踊るの。 

米澤：決まったポーズがあるってこと？ 

川村：いやわからん。そういうなんかあるらしいんだ、 
　　　選んだ曲に合わせて踊るみたいな。２人の子供の 
　　　動画はすごい可愛いんだよ、親が撮ってるから。 
　　　親目線ではステキに踊れているんだけども。 
　　　 
　　　でも、もしかしたら私にむかって「怪物おばさん！ 
　　　ギャー！！」と騒いでいる方がティックトックより 
　　　踊ってんじゃないか？こいつらと思ってさ。 

会場：（笑） 

川村：それを感じた、遊びを通して。 



 

変化 

川村：なんかすごい・・踊りノイローゼの人みたいに 
　　　なっちゃった。 

米澤：自分の中で、踊りがちょっと変わっている？踊りの 
　　　変化みたいなものは。 

川村：そういっつもある、やるたびにどんどん変化して。 
　　　私は「ちょっと待ってー！」って、あとから追い 
　　　つかなきゃ間に合わない。 

米澤：それは、身体と精神？ 

川村：うーん。追いつかないんだよね、頭わるいからさ。 
　　　どんどん色んな人の助けを借りて、説明しないと 
　　　ついていけない。身体だけが先に行っちゃって、 
　　　困っちゃう。 

米澤：身体はある意味で正直だよね。何かにむかってるん 
　　　だよね、本能的に。 

川村：そういうときある？ 

米澤：俺は、それとは違うかもだけど・・変わったことは、 
　　　さっきの西野カナじゃないけど、結構オープンな 
　　　ものを受け入れられるようになってきた。 

　　　昔、オープンなポジティブな感じのことが受け入れ 
　　　られなかった。単純に、明るいのがもう嫌でさ・・。 
　　　みんな聴いてる有名なのって無理だなーって思って 
　　　たのが、今は自然といいじゃんと思えるし。 

　　　変な話でもっというと、嫉妬してたのかなって。 
　　　今の自分としてはそう感じてしまうくらい、本当は 
　　　いいものだと思ってたのかもしれないけど、それを 
　　　受け入れられるっていう器がなかったっていうか。 
　　　自分の中で、それは認めたくなかったっていうのは 
　　　あるのかもしれないな。 

　　　「みんながいいよね」っていうものを、一緒に 
　　　「いいよね」って言えるようになった感じは、少し 
　　　ある。受け入れの幅が広がった。特にオープンな物 
　　　に対してはあるかな。ってことで、曲かけようか。 

好き・嫌い 

川村：なんかさー 

米澤：いいよ、話してて。 

川村：好き・嫌いのグラデーションってさ・・どっちか 
　　　わかんないんだよね、自信を持ってそう言えるのは 
　　　すごいことだよ。好き嫌いとか、いっつも真ん中、 
　　　探しちゃう。 

米澤：あぁ。ちょっとその話、なんか前もしたよね。 

川村：「お前は結局どっちなんだ？！」みたいな。 

米澤：それは俺も賛成なタイプで、俺も真ん中タイプ。 

川村：真ん中、探しちゃうよね。 

米澤：真ん中じゃないものを主張するっていうのはすごく 
　　　対外的な話だと思うんだよね。本当はみんな多分、 
　　　真ん中でいたいと思ってる、わかんないけどね。 
　　　誰もが本当は、真ん中だなとは思うんだけど。 

　　　「誰」っていう社会、「誰」っていう他人。それは 
　　　個人なのか、大きなコミュニティーなのか、わかん 
　　　ないけども。対外的な何かに対してみるときには、 
　　　偏らざるを得ないっていう。 

　　　それが自分の自信とか、誰かを頼らないといけない 
　　　とか（頼らないと生きていけるっていうのも、また 
　　　違うと思うんだけど）それによって偏りは生まれる 
　　　ような感じはするけどね。 

　　　ある意味では、カッコつけたいじゃないけどさ、 
　　　〝なんとか派〟とか。俺、別になんとか派とかない 
　　　からさ。こっちの意見もわかるし、こっちの意見も 
　　　わかるし、正直思っちゃうから。ダメなんだよね。 
　　　その辺の、深くはいかないけど、政治的な話とか。 
　　　なんか難しいんだよねーって思っちゃう。 

川村：私はペーちゃんとだからお話ができるけども、その 
　　　他の人とはバチバチになっちゃう。そんなつもり、 
　　　ないのにさ、なんかすごいよねあれ。 

米澤：でも意志は伝わるからね。 

＜音スタート、二人踊り出す。＞ 



 

休憩タイム 

米澤：とりあえず、一旦休憩にします。 

川村：ごめんなさい、こぼしちゃった。どなたの？ 

米澤：毎回こぼして終わるっていう（笑） 

会場：（笑） 

米澤：唐突にですけど、二部終わります。まだ続くかも 
　　　しれません、おかえりは自由にしてください。 

川村：ちょっと着替えようかな、汗かいちゃった。 

米澤：はーい。 

観客：どこまで続いていくのか。 



第三部  

はじまる 

川村：バナナで髪がガビガビになっちゃった。 

米澤：やってるとき、バナナ食べてたね。 

川村：時間はかかったけども、今始まった感じだ。 

米澤：だよね。意外と今入ってきてるし、これから始まる 
　　　感じだよね。 

観客：これから始まるんですか？ 

米澤：そうですね。今までやってて、今始まる感じです。 

川村：あら、ふきがもう無くなりそうだ。うれしいな。 
　　　私は今日、国会議事堂を経由する電車でやってきて 
　　　国会議事堂で、ふきを持って歩いて。さ、トイレ 
　　　行ってこよう。 

会場：（笑） 

観客：すごい食べちゃってますけど、大丈夫ですか。 

米澤：はい・・無くなんないと困るみたいな感じなので。 
　　　ぜひ食べてください（笑） 

川村：ただいまー。わぁ！お客さんが減ったね、 

米澤：あっ、ようやく美紀子さんが入ってきたので。 

川村：ぴったりスタート。 

米澤：入ってきた、入ってきた（笑） 

会場：（笑） 

カメラマン：６４ギガ全部撮ったの、今まで初めてです。 

会場：え？！ 

川村：すごい！ 

カメラマン：信じらんない。でも、撮ってると面白い。 



 

3.11 @下町 

米澤：実家に帰ったら親が「出てって１ヶ月なのか・・。」 
　　　みたいな、すごく長く感じてる。 

川村：さびしいんだ。 

米澤：うん、でも慣れるとは思うけど。みっこちゃんは 
　　　実家、早くに出たんでしょ？全然心配してない？ 

川村：弟も若くしてすぐに家を出たし、私も続いてみた。 
　　　震災があったじゃない？当時は実家に住んでいて、 
　　　本当に雷みたいだったね。東京とはいえ下町でも、 
　　　下からドーン！！ときて。それでも歩くんだよね、 
　　　こうやって。 

米澤：地震の中？ 

川村：そう。だから地面を揺らしてると同時に、地震の中 
　　　でタップしてみたら？ 

米澤：（笑） 

川村：熱い鉄板の上でタップしたら、どっちが勝つの？ 

米澤：何が勝ちなんだか、ちょっとわかんないけど（笑） 

会場：（笑） 

川村：鉄板の上に肉焼いて、焼肉タップしよう。そうして 
　　　地面が揺れたからさ、びっくりした。 

米澤：安定しないよね、確かにね。 

川村：おっきな地震の中で歩くんだよ、こうやって。 

米澤：おじいちゃんみたい。 

川村：壁をこうやってつたいながら歩いて、ガスの元栓を 
　　　しっかり締めて。一応ね？二階に祖父母が住んでて 
　　　階段を降りていって。おじいちゃんおばあちゃんに 
　　　「大丈夫？！」って言ったら「大丈夫か？！」って 
　　　返されて。 

米澤：へぇ。 

川村：そのまま自転車乗って、柴又街道をブーン走って、 
　　　余震で揺れてる中で、めっちゃ漕いで！めっちゃ 
　　　漕いで！近くにもう片方の祖父母が住んでるから。 

カメラマン：めっちゃいい子だね（笑） 

会場：（笑） 

川村：いや本当に何も考えないで私は、ただ老人たちの 
　　　安否確認をしに柴又街道を滑走して。お家のドアを 
　　　開けて「大丈夫？！」って言うと「大丈夫か？！」 
　　　みんな大丈夫じゃないから逆に大丈夫だと思った。 

会場：（笑） 

米澤：なんかエネルギーあふれてるよね、その感じさ。 

川村：近くに鰻屋があんのね、リニューアルして建て直し 
　　　したばかりの。建て直したのに、ありえないくらい 
　　　揺れてんだ。こりゃーすげーなと思ってお家行って 
　　　テレビつけた。流されている、いろいろなものが。 
　　　船とか家とか車とか、リアルタイムで中継されて。 
　　　インターネットのデマ情報とか、公共広告機構の 
　　　CMとか、いろいろなものが流されていた。 

　　　亡くなった人の数字だけが増えてく、記号みたい 
　　　に。祖父がそれをみて「あんまり長生きするもん 
　　　じゃねぇな」と言って、翌年に祖父は亡くなった。 
　　　ようやく家族も落ち着いてきたころを見計らって、 
　　　ほかにもいろんな理由もあったけど、家を出たの。 



 

3.11 @ニューヨーク 

米澤：俺は１月くらいにニューヨークに行って、黒人の家 
　　　にホームステイしてて。ニュースで流れてて、そこ 
　　　のおばちゃんが教えてくれて。インターナショナル 
　　　スクールに行ったら、みんな知ってるから「大丈夫 
　　　か？」「友達とか家族とかに連絡とったか？」って 
　　　言ってくれて。でも俺は東北の知り合いいなくて、 
　　　そんとき東京の知り合いしかいなかったから大丈夫 
　　　だった。 

　　　その日、弟とスカイプする予定だったのね。弟も、 
　　　状況を把握できてない状態だったと思うんだけど、 
　　　ただ一通「日本、終わった」っていうメールだけが 
　　　来てて、スカイプできなくて。・・え？と思ってて。 

　　　多分、停電とかしてて、彼はネットが使えない。 
　　　どういう状態かはわかんない。それで、次の日の 
　　　ニュースとかみたらそういう震災で。2011年は 
　　　俺、まるまるニューヨークにいたから。2012年に 
　　　帰ってきて。 

　　　自分のボスがたまたま、仙台出身なのよ。仙台の方 
　　　にレッスンがあって（東京の方にもあるんだけど） 
　　　仙台は週一だけそういう場があって。俺は2012年 
　　　にその担当になったの。だから2012年から２年間 
　　　毎週、仙台にいて。行ったときにはほぼ修復された 
　　　状態。１年経ってるから、表面上は修復されてて。 

　　　年度末にタップの発表会やる予定だったんだけど、 
　　　できなくて。それからレッスンに来る人、来ない人 
　　　がいたりもして。こういう状態だからこそタップを 
　　　やるのってどうなんだろう、あるいは人によっては 
　　　人が集まってやるってことが・・・っていう状態が、 
　　　あったらしくて。 

　　　俺は実際には、2011年いない状態でさ。それが、 
　　　いいのか悪いのかわからないけど、2012年以降は 
　　　いい空気にはそれはそれでなってるんだけど・・・ 
　　　震災を共有してない自分って、何なんだろうなって 
　　　思うことがあって。俺、あんまり当事者意識がない 
　　　のよ、実感ないからさ。 

川村：そりゃそうだ。 

米澤：だから震災以降、他のダンサーとかそれをテーマに 
　　　作品とかさ・・・テーマにとは言わないけど、それ 

　　　が表出するような作品っていうのがあったりして。 
　　　やっぱ実感としては、俺は正直、追いついてない 
　　　っていうか、そんな感じなんだよね。 

川村：ニューヨークでの報道はどうだった？ 

米澤：全然やってて、津波とか。でも車とかで人が流され 
　　　ているっていうのが別に見えるわけじゃないしさ。 
　　　それこそ地震の体感をして、日本にいて映像を見て 
　　　ショックとか、いろんな情報を得てるわけじゃん。 
　　　なんか、俺が意識が薄すぎたのかもしれないけど、 
　　　俺はニューヨークにいてそこまで。そのとき仙台に 
　　　友達いなかったし、誰も、知人に何かあったとかも 
　　　なかったから。 

　　　でも、その後知り合った人は東北出身が多いから、 
　　　いろんな話は聞くんだけど。この前も、3.11あった 
　　　から、ひとつ忘れちゃいけないじゃないけど、一周 
　　　してる日にはなってるんだよね。いろんな意味で。 
　　　そういう意味では、俺は気は遣うんだけどやっぱり 
　　　実感が伴ってないから、本当にわかんないなって。 

川村：なんか、別の視点からそういう風に見れるっていう 
　　　のはいいよね。中にいると見えないこともあって。 
　　　このグラスは、横から見るとグラスの形だけれど、 
　　　上から見るとまるい。とかさ？おんなじ出来事で、 
　　　ちがう感覚があったらいい。 

米澤：体験したら「体験してない状態」には、戻れない 
　　　じゃない。ある意味でいうと、もう知っちゃった。 
　　　俺の場合はそれは「知った」って状態は得られて 
　　　ないわけだ。でも逆にいうと、知らない視点からは 
　　　話ができるとか、それが必要なのかはわからない、 
　　　知らない。みんな実感してそれを会話したいのかも 
　　　しれないけれど、実感してないけど会話できるって 
　　　いうのがもし必要なんだったら、ニュートラルに 
　　　できちゃう。知らないからっていうのは。 

　　　全然関係ないけど俺、今度共演する人が「岩手の方 
　　　に震災の時のなんか被害を受けたところの、どっか 
　　　の学校かなんかに日帰りで行こうと思うんだけど、 
　　　一平ちゃん一緒に行かない？」って言われたのね。 

川村：日和山公園？ 

米澤：いや、場所については全然聞いてないんだけど。 

川村：石巻？ 

米澤：どこだろう、岩手って言ってたから。 



 
川村：岩手か、全然話聞いてなかった。 

米澤：それはでもありがたいなって思ったことで、これは 
　　　別企画なんですけど、相手に「最近何興味ある？」 
　　　ってことを聞くんですよね。その相手があとから、 
　　　「そういえば私、3.11についてもう一度振り返る 
　　　ことについて興味があるんだけど、今度一緒に岩手 
　　　に行かない？」っていう風に言われて。 

　　　そのことについて、何か聞きたいなって思って。 
　　　俺もそんなに正直、実感としてはわかんないし。 
　　　考えなきゃいけないことなのかはわかんないけど、 
　　　でも共有したいことだなとは思うし。 

　　　なかなか考えようと思って考えられることじゃない 
　　　けど、もし彼女が本番の機会ってことで俺とそれを 
　　　共有したいって、１日行って帰ろうってなれば、 
　　　そのことについて１日一緒に考える時間が取れる、 
　　　実際にその場にいることをできるのはいいと思う。 
　　　だってさ、ここにいても考えらんないじゃん。 

　　　それよりも目的を持って一緒に、タイミングは合う 
　　　かわからないけど、一緒に行こうって言われて。 
　　　あんまりそういう触れ方をしたことがなかった。 
　　　でも意外と早いよね。2011年だから・・・８年？ 

川村：震災の翌日、深夜のNHKで。「もしも明日世界が 
　　　終わるなら、あなたはどうしますか？」っていう 
　　　インタビューが流れてて。渋谷・原宿とかにいる 
　　　東京の若者が「大切な人に好きっていいます」とか 
　　　「家族と過ごす」「いつもと同じ」「わかんない」 
　　　・・・おんなじくらいの歳の人たちが答える映像が 
　　　放送されたの。それ実はさ、そのとき大学の友達と 
　　　私がつくった映像なの。仲良くなったディレクター 
　　　のおかげで「明日世界が終わるなら」っていうのが 
　　　放送された。 

米澤：へぇ、 

川村：逆にいうと、放送されちゃったの。そういうことを 
　　　７年経った去年の震災の日に考えてて。池袋のさ、 
　　　サンマルクカフェで抹茶デニッシュを切りながら 
　　　思った、「日常は続いていく」って。亡くなった人 
　　　はそれは合掌することだけれども。何が起こっても 
　　　私は今、こうして抹茶デニッシュを切っている。 



 

自粛 

川村：触れる機会が、人それぞれ違うわけだから。それを 
　　　みんな一緒くたにして「がんばろう、日本！」とか 
　　　言われてイベントが中止。全部なくなっちゃった。 
　　　けしからん自粛しろ！みたいな感じで、まとめて 
　　　そういう風になって、すごく悲しいなって思った。 

米澤：ね。海外とか、そういう対応ってわかんないけど。 
　　　最近なんとなく日本で感じたことなんだけど・・ 
　　　自粛っていうのは、なんか多分、日本って他人とか 
　　　社会のことを気にしちゃうんだなって。それがゆえ 
　　　に本当の自分が取りたい行動が取れなくなる。 

　　　これはみんなが感じていることだと思うんだけど、 
　　　「自粛」っていうのは社会の空気なわけで。震災が 
　　　あった中でわかってるけど、でも「自粛しよう」 
　　　っていうのは自分の欲求とか意志じゃないじゃん。 
　　　しょうがないの空気なのか（しょうがなくない空気 
　　　なのか）わかんないけど、それだけじゃなくて全部 
　　　含めて、すごく気にしちゃうんだよね。他人とか、 
　　　社会のことをさ。それがゆえに、自分の時間が取れ 
　　　なくなる、自分のとりたい答えがわかんなくなって 
　　　くる・・とかが、溢れてる社会だなと思う。 

川村：自粛だとか、がんばろう日本とか、そういうことに 
　　　対抗する勢力っていうのも、どっちもおんなじ方向 
　　　を向いているような気がしちゃう。 

米澤：結局は同じことかもしれない。 

川村：難しいよね、そういうのってやっぱり。 

空気 

米澤：なんだろうね、その空気って。みっこちゃんもさ、 
　　　なんか「嫌な空気だな」ってわかった上で、そこを 
　　　私はあえて無視！じゃないけど、その上でバーン！ 
　　　って行くのとかするでしょ？っていう印象はある。 

川村：頭に回る前に、表情とか行動に出ちゃうからさ・・ 
　　　よく人を傷つける。 

会場：（笑） 

米澤：傷つける（笑） 

川村：「なんでそんなこと言うの？」とかさ。なーんか、 
　　　そういう空気の中で頭で考えるよりも先に言葉で、 
　　　（それはよく考えて発言しなきゃなと思うけども） 
　　　わーって喋っちゃうから、言動に対して説明もでき 
　　　なくて。ときどき哀しい気持ちになることはある。 
　　　けどちょっとずつ、またね、こうだったんじゃない 
　　　かなとか、振り返る。 

　　　ペーちゃんが前言ってくれて、びっくりしたのが 
　　　あったな。まえに、インターネット番組の収録に 
　　　行ったんですけど。私がもう本当に、その現場の 
　　　空気・・消費っていうか、それにやられちゃって。 
　　　ちょっと嫌な感じの言葉を、いっぱい言ったり 
　　　しちゃったんだよね。ペーちゃんにね。 

米澤：まぁまぁまぁ。 

川村：２人でそのあと話して。そういうつもりじゃなかっ 
　　　たけど言ったことは事実だし、みたいなのとか。 
　　　そしたらペーちゃんは「みっこちゃんがそういう事 
　　　を言ってしまうような環境の人たちだったんだよ」 
　　　って・・そういう人たちなんだよ、みたいな。 

米澤：それに限らず、いろんなところの影響は受けやすい 
　　　から、彼女が穏やかな人で、すごく人にも優しい人 
　　　っていうのはわかってるから。でもテンパっちゃう 
　　　ところもある。色々な影響を受けすぎるがゆえに、 
　　　テンパることがあるのも知ってるから。やっぱり、 
　　　仕事・・いわゆる業界の人とかって、本当になんか 
　　　ある意味では心遣いないですよね。仕事っていう 
　　　〝うわべ〟のやりとりとか「こうなんで、こうして 
　　　ください」っていうのも含めて、みっこちゃんの 



　　　場合だったらそういうのを受けると・・やっぱり、 
　　　気持ちのいいやりとりじゃないし、そういうところ 
　　　からエネルギーを吸収して口が悪くなったり攻撃的 
　　　になったりもするんですけど。 

川村：ごめんだね。 

米澤：いや。でも、彼女のそういうのが俺に対して出た 
　　　とこで「まぁわかるよ、そういう風になるよね、 
　　　空気悪かったしね」みたいなことで、別に気にして 
　　　ない。むしろ僕も出さないけど、そうなりたいのは 
　　　わかるよってことはわかるよ（笑）っていう風に、 
　　　単純に言った感じだと思う。でも多分みっこちゃん 
　　　受けすぎちゃうのとすごい素直だから、受けすぎ 
　　　ちゃって出る！っていう出方が多分、激しい。 
　　　他のみんなは、溜めちゃって、ちょっとでるって 
　　　感じってぐらい。 

川村：蛇口の水がチョロチョロって出たりする、そういう 
　　　調節ができるのが大人だ・・・あっ、大人だった。 
　　　そういえば私、大人だった。 

会場：（笑） 

米澤：そうだね、大人。 
 

質問コーナー 

川村：ここで、みなさんにお話を聞いてみない？ 

米澤：えっ？！すごいなんか、みっこちゃんらしからぬ！ 
　　　・・えーちょっと、すごいこと言ってるこの人。 
　　　オープンマインドだね（笑）え、じゃあぜひ、 
　　　ちょっと。 

観客：何を聞いてほしいとかあります？質問返しみたいに 
　　　なっちゃうけども（笑） 

米澤：じゃあ、今までの時間で印象的だったこととか。 

観客：さっきも直接言ったけど、タップが怖いな・・って 
　　　いう。 

米澤：今日はちょっとね、やりましたね。 

観客：タップから小粋さを抜いてほしいなって。小粋さを 
　　　抜いたものがもっとみたいなっていう。 



 

タップこわい説 

米澤：より怖くしていくって感じですか？ 

観客：怖くなっちゃうかもしれないんだけど、スタイルが 
　　　あるじゃないですか。ステップとか、音楽的なこと 
　　　とか。米澤君をたくさん観てるわけではないので、 
　　　わかんないですけど・・怖いやつ観たいなって。 

米澤：（笑） 

観客：結構、空間の支配力も高いから。音もあって、 

米澤：動きもありますしね。 

観客：それこそ、なんか見えてなくても音って、ダンサー 
　　　の即興って音楽性とか見えなくなっちゃったりする 
　　　・・まず〝タップはダンスなのか〟っていうのも、 
　　　僕はあると思うんだけど、それの考え方もちょっと 
　　　聞きたいが。 

　　　タップシューズってタップダンサーが履いてるから 
　　　怖いけど、それはちょっと楽しいなみたいな。 
　　　凶暴っていうか、やさしくない人が履いて欲しくな 
　　　い。 

米澤：僕はやさしいってことでいいんですかね（笑） 

観客：可能性がある意味ではシンプル過ぎるものだから。 

米澤：タップシューズ履いてるときの〝自分の性格〟って 
　　　いうのはある気はします。やっぱ、靴履いちゃうと 
　　　音が鳴っちゃうんですよね。音が鳴っちゃうと自分 
　　　自身も影響を受けちゃうっていうか。単純に言葉的 
　　　な発想だと、音が鳴ることって楽しいからどんどん 
　　　音鳴らしたくなっちゃうんですよね。 

観客：うんうん、 

米澤：だから、これを履くことの魔力っていうか・・。 
　　　それはあると思います。自分の何かが、支配される 
　　　何かっていうのが。やっぱり動きとか、どうしても 
　　　タップとしてというか。靴を脱ぐと自分の身体に 
　　　もっと戻れるけど、音がある中の身体っていうの。 

観客：音が出ない状況。スポンジとかの上とか、スリッパ 
　　　なり、クッションなりで。 

米澤：でも、スリッパでも音鳴らせるので。 

観客：そうだよね。絶対に鳴らない場合って、どういう風 
　　　になるのか・・。 

川村：お肉を柔らかくする、タップダンスで。 

会場：（笑） 

観客：それは？！（笑） 

川村：お肉は鳴らないのかな？生の肉をタップで叩いて、 
　　　柔らかくするタップ。 

米澤：ぺちょぺちょするよね（笑）裸足とかだと。 

川村：そうなんだね。そして鉄板で焼けばいいと思った。 

米澤：足場と靴の可能性の中で、クリエイティブと本能的 
　　　になっちゃう可能性っていうのが多分きっとある。 
　　　今は裸足でやってるけど、床が変わった瞬間に音が 
　　　変わったりとかすると、音の中でクリエーションを 
　　　自分の中でやり始めちゃう。だから発想がダンサー 
　　　と違う部分はあって。でも、ダンサーも身体の発想 
　　　っていうのは本能的にはあって、あえてバランスを 
　　　崩して重心が変わったときとか、重心が落ちるって 
　　　いうこととかだったりとか、身体の発想もある。 

　　　やっぱシューズ履くとまずはこう、絶対に音が起点 
　　　になるってことはある。そこは、外側から見ていた 
　　　だいた上で崩すっていうのはすごくあるかもしれな 
　　　いな。多分、自分の中のクセっていうのもあったり 
　　　欲求的な感じでやっちゃう部分っていうのを、何か 
　　　ディレクションしていただけたら（笑） 

観客：みんなタップシューズ履いてたら面白い。みんな 
　　　っていうか、ダンサーでタップ踏まない人とかに 
　　　やってみたこととかあります？ 

米澤：ダンサーじゃない？ 

観客：タップダンサーじゃない。 

米澤：ありますよ。でも多分、僕とやってるとみんな音に 
　　　いきたくなるっていうのはあります。要するに僕が 
　　　ドーンドーン！ってやってると、ドン！っていう。 
　　　何か起こるものがあるのかな。 

観客：そこで身体を失わないでそれでやると、偶然でた音 
　　　になるじゃないですか。偶然っていうか・・普通に 
　　　ダンスとかでも、ちっちゃいところでワーワーと 



　　　やってたりすると、結構ドンドンしたりしてる。 
　　　全員っていうか、音のことってあんま考えてないで 
　　　すよね。タップだと両方考えてたりするじゃない？ 
　　　純粋な音楽家同士のセッションでタップをやると、 
　　　そんなに身体のことは考えなくて。 

米澤：音ですね。 

観客：すごい昔から面白いなと思ってて、可能性があると 
　　　思ったんですけど。動いて音が出るっていうのと、 
　　　ミュージシャンがダンサーに見えるっていうのは。 
　　　結果的にダンスにみえるみたいな。タップはどっち 
　　　かっていうとそっち？両方ある？そっちから発展 
　　　したものか、どっちかっていうと音楽ですよね。 

米澤：音かな。たとえばアフリカンって結局、太鼓と身体 
　　　の躍動ってイコールみたいなことがあって。ダン！ 
　　　っていくのと、バン！っていくのが結局同じで。 
　　　その中で、ダンダダダダ、ダンダダダダ、みたいな 
　　　ことを、結果的に身体でいってるみたいなところが 
　　　あるので。どっちかって言われると、結構難しい。 

　　　どっちもだし、もっと正確にいうと、音ともダンス 
　　　とも言えるし、違うジャンルだとも言えますよね。 
　　　両方とも意識しなきゃいけないって部分で。でも 
　　　元々音楽とダンスって一体なものだとも思うので。 
　　　やっぱり、ダンサーもミュージシャンだなって思う 
　　　人は、音にまっすぐに向かってる動きっていうのが 
　　　すごい。ダンサーよりもダンスだなって思う瞬間も 
　　　あるし。でもなんかその、怖いっていうところと、 
　　　小粋さをちょっと深めて、また色々話したいなと。 

観客：多分リズムのことだと思うんですけどね。リズムに 
　　　アプローチしてるとそんなに怖くないかなという。 
　　　それを無視しだすと、怖い（笑）音楽的にアウト 
　　　するのって簡単じゃないですか。 

米澤：そうですね。 

観客：つまり、インしてるっていうか。 

米澤：音になると、リズムとかになると、ポップというか 
　　　小粋な感じになるけど。変な話、あれだよね・・。 
　　　ドラム缶、バーン！ただ殴ってるって風になると、 
　　　みたいな感じとか。 

観客：〝イライラして踏む〟のと〝音楽で踏む〟のって・・ 
　　　同じ音なんだけど、怖さが違う。 

米澤：意識の向かい方みたいなのもあるし。 

観客：それを逆に利用して見せたりとか。 

米澤：いかにリズムを音としないか、自分の衝動の。 

観客：リズムっていうか、結構強く出したり、いろんな 
　　　出し方をちょっとやってたりとか。そういう音響的 
　　　な考え方とか、面白いのかなって。 

米澤：なるほど。そういう瞬間もあったってことですね。 
　　　俺もリズムを無視して踏んでるシーンとかあったか 
　　　なっていうか。リズムも生まれちゃうと、リズムに 
　　　支配されちゃう部分があるので。そうすると本当は 
　　　ここから早く出したいのに、というときもあるので 
　　　そういうときとかに、もうちょっとそうじゃない、 
　　　一回リズムを壊したいみたいなとこをやってるかも 
　　　しれない。 



 

セッション中の感覚 

米澤：実際受けててどうとかありました？感覚的に覚えて 
　　　ることとか、ある？ 

川村：・・・BGMがあったときは、溶けてた。だから、 
　　　その中でやってた感じ。で、ペーちゃんの音だけに 
　　　なったときは、そこにいるんだけど、３６０度って 
　　　感じだった。ペーちゃんでいるようで、ペーちゃん 
　　　なのかよくわかんなかった。それが新鮮ってか・・ 
　　　誰だろう？って思った。 

米澤：俺もいろんなところから影響を受けているし、そう 
　　　いうものが今インプットが色々たまったものでそう 
　　　なってるから純粋に自分でもないし。言葉で発する 
　　　ものが出ちゃうことが、多分ダンスもそうだと思う 
　　　んだけど、やっぱり今こうやって言葉で発すると、 
　　　みっこちゃんに対して向けられる言葉ってあるんだ 
　　　けど、タップとかって表現で、それだけだと本当に 
　　　嘘つけないっていうか。全部、他の影響とかが、 
　　　バーン！！！って感じで出ちゃう部分。っていうの 
　　　が話してるのとは違うもので。俺も出てるから感じ 
　　　てるのかなって。 

川村：それにあいまって、その会話が走馬灯みたいに。 
　　　全然ちがう時間軸で、走馬灯みたいに流れるんだ。 
　　　不思議だね。それはお客さんが見てる各々の時間も 
　　　そうだし、GPSで正確に刻まれているらしい時間と 
　　　違うものが、すごいゆっくりとしたスピードでさ、 
　　　流れていた。 

米澤：時間の流れ方とか、感覚のスピード感とかも変わる 
　　　し、わー！とはなるよね。わー！っていうのは集中 
　　　してる中でさ、うごめくものが。 

川村：不思議と冷静なんだよね。 
米澤：こういうのやってるとさ・・自分っていう軸が、 
　　　だんだんできてくるんですよね。やってる間に。 

観客：ふーん。 

米澤：そうすると、他との違いっていうのがわかってくる 
　　　んですよ。なんとなく今わかってたことが、自分が 
　　　ピーンって見えた瞬間に、自分がしっかりすること 
　　　で他の比較ができるっていうので、俯瞰してそれを 
　　　見れるっていうみたいなのはあるような気がする。 

　　　それは俺の言語化になっちゃうんだけど・・少なく 
　　　とも言えるのは、やってるうちに自分がしっかりと 
　　　してくんですよね、冷静に見れる感覚っていうのが 
　　　だんだんできてくる。そこに入ってようやく感じれ 
　　　ることとか、感じれる情報の受け取り方が変わって 
　　　くるというか。今まではなんとなくだった部分が、 
　　　軸が確かになることで、なんとなくの情報が確かな 
　　　ものになってくる、冷静に見れるというのはある。 

　　　やっぱり一回、一緒に入るってことを深める。って 
　　　ことを、よりそういう風に行きたいなって感じに 
　　　思って、わかんないけど。引っ張り方っていうか、 
　　　俺も音楽的にどうかっていうよりも、訴えかけって 
　　　いう方が強かった気がする。うん。訴えかけ？言葉 
　　　じゃないかもしれないけど、伝える？伝えて・・。 
　　　何ってことじゃなくて、もっともっとっていうこと 
　　　でしかないんだけど。もっといけんじゃないかなー 
　　　とか。入ってってる感覚もあったからさ、どこまで 
　　　いけんのかな？みたいな。 

　　　そういう引っ張られ方を今まで、インプロだったり 
　　　自分の師匠にもされてきてるんですよね。叩き上げ 
　　　みたいな感じでされてる現場が僕にはあったから。 
　　　やっぱそういう中で、現場でまだいける！まだいけ 
　　　んだろ！まだいける！っていう風にされて、そこで 
　　　なんか、ついていくみたいな・・・結構、体育会系 
　　　みたいな話に聞こえると思うんだけど（笑） 

　　　でもね、それはいわゆる、世間でいう〝パワハラ〟 
　　　とは違って。それはもう相手との可能性を信じてる 
　　　から、本番でしかいけないことってあるから。 
　　　リハーサルとかじゃなくて本番でしか成長できない 
　　　ことってあるから。それをそこでやるしかなくて。 
　　　俺もそういうことを追い込まれてやられてきて。 
　　　でも、自分にもそういう精神っていうのはあって、 
　　　やられてやられて、宿ってて。そこで解放されてく 
　　　っていうか、自由になってくっていうかさ。緊張感 
　　　だったりとか、他のことを色々気にするよりも、 
　　　あーこれなんだ！っていう方に集中するっていう。 
　　　だんだんそこで養われていって、見つけていくって 
　　　いうのはもう知ってるから。さっきのシーンとか、 
　　　やろうとしてやったわけじゃないけど、本能的に。 
　　　ここはやるとこだなっていうのがあって。俺の中で 
　　　はそういうスイッチが入ってた部分はある。 

川村：「もっとできるよ！」って、そういう教育体系が 
　　　出来上がっているの？ 

米澤：うーん、教育というか・・、 

川村：でも嫌じゃないんだよね、信頼関係があるから。 



米澤：そうそう。だから師匠は、成長させようとしてくれ 
　　　てるっていうか。本番のセッションとかってさ、 
　　　うまい（とか、面白い）ものみたいっていうのは 
　　　なくて。この人の生命力、今の限界、超えてやって 
　　　んのかどうかってことが結構重要ってことがある。 
　　　限界超えてなかったら、どれだけ素晴らしいものを 
　　　みても、ぶっちゃけ面白くないんですよ。 

　　　高いレベルで行けるから、これくらいやってるー 
　　　じゃなくて、超えてやってるなっていう。自分の 
　　　限界さえ超えてれば、もうそれだけでアツいなって 
　　　思うし。そこを一回超えると、なんでしょうね。 
　　　スッとするというか。なんとなくだけど、一回そこ 
　　　を超えないと落ち着かない。みっこちゃん多分、 
　　　ずっと落ち着いてない状態だったけど（笑） 

会場：（笑） 

米澤：なんか結構、あわあわしてる感じもあったから、 
　　　去年も一緒にやってたやつさ、アフタートークも 
　　　あれって一回自分が全部出し切って、そこの感覚が 
　　　いいんだよね。多分今、一回そこにいってるとは 
　　　思うんだよね。 

 

川村：恥ずかしいから、ちょっと。 

会場：（笑） 

米澤：うん、ちょっとそこに行きたいなと思って、さっき 
　　　俺はバーっとやりました。 



 

ソロとの違い 

米澤：すごい長くなりましたけど（笑）次の方どうぞ。 

観客②：なんでしたっけ？ 

米澤：なんでも。 

観客②：一平さんの踊り初めて観させていただいたんです 
　　　　けど、すごく周りを見て踊ってらっしゃるんだな 
　　　っていうのを感じたので。さっきお話の中では 
　　　「人といることで自分が出来上がってくる」と 
　　　おっしゃってたんですけど。そういうことあると 
　　　思うんですよ。だから、ソロでやろうと思った時 
　　　って、何か違いがあるんですかね？人といての自分 
　　　と、まるまる自分だけって。 

米澤：変な話、ソロでやるのが一番楽ではありますよね。 
　　　一緒にいることで何か作るっていうのは、クリエー 
　　　ションが一緒にできたからこそ生まれるエネルギー 
　　　だとか。 

　　　簡単にいうと、外国人同士つたない言葉でいいから 
　　　ちゃんと通じ合ってるっていうのができればいい。 
　　　同じ日本人同士で、上っ面だけで喋ってるよりも、 
　　　外国人とつたない言葉でも意思を伝え合ってる方が 
　　　よっぽど、その方に感動があると思うし。僕はそう 
　　　いうのが好きなんですよね。ちゃんと違う人と、 
　　　上っ面の会話じゃなくて、通じ合ったって。そこの 
　　　エネルギーが好きだし、見るのも好きだし。 

　　　トークセッションとか他のを見にいったのでも 
　　　「上っ面で会話してんな」ってわかるし、うまく 
　　　やってるなーみたいな感じで。ちゃんと、心が通じ 
　　　合ってるわけじゃない。やっぱり、れは見たいもん 
　　　じゃないなって。多分、素晴らしいものなのかも 
　　　しれないけども・・正直、感動はしない。 

　　　僕はそこが興味があることだったりするんですけど 
　　　ソロをやるってことには全然違いがあって、ソロで 
　　　やるっていうのは自分とただ向き合って、そこにい 
　　　る人たちと向き合い方っていうのは、まぁこれも 
　　　セッションなんですけどね。お客さんに向けてやる 
　　　ことのセッション。意識の向け方が全然違うので、 
　　　ソロをやるのはすごい全然違う。ある意味ではソロ 
　　　の方が感覚的には楽な気がします。 

米澤：でも人と通じ合ったときに得られるものはソロより 
　　　もあるなと思うし。もちろんソロじゃないと得られ 
　　　ないものもあるし。両方やってかないといけない。 

観客②：セッションするの好きなんだなって、すごく感じ 
　　　　ました。 

米澤：はい。ソロはいつでもできるって思っちゃうんで、 
　　　それよりも今の人たちと会話をしたいというか。 

観客②：川村さんは、ソロもいっぱいやってらっしゃると 
　　　　思うんですけど。人とやるときと、一人でやる 
　　　　ときの違いはありますか？ 

川村：主に、コントロールっていう面で私は思っていて。 
　　　ソロだとある程度、自分で全体像が把握できる。 
　　　構成、効果的な音とか照明の方法を、現場で相談 
　　　しながらつくる感じなんですけど。誰かがいると、 
　　　コントロールができないから（笑）わー！って。 

米澤：そうだね。 

川村：一人のときは、わー！ってなる状態に自分を持って 
　　　いくように構築する。あえてしないときもあるんで 
　　　すけども、そういう感じ。けれども人間がいると、 
　　　わー！ってコントロールできないので。別にそれを 
　　　放棄するつもりはないんですけども。自分で自分の 
　　　コントロールもしながら、相手のことも両手を広げ 
　　　待っているような感じです。 

米澤：そうですね、それはありますね。僕、基本女性と 
　　　やるときは手を広げてます（笑）男性のときは、 
　　　やんないけどさ（笑） 

川村：それでっ、おた、お互いがさ！なんか、バッ！って 
　　　両手を広げて待ってんだけど、全然違う方向むいて 
　　　いるときはあるよ！え？！そっち？！みたいな。 

米澤：そうだよね（笑）でも一回キャッチができればね、 
　　　オッケーみたいなのもあったりするから。なるべく 
　　　開いてるっていう状態にお互い持っていけると、 
　　　少なくともいい状態で。そこから、あとはキャッチ 
　　　できるかっていうのはもう一個ポイントとしては 
　　　あるかも知んないですかね。 



 

コミュニケーション 

川村：外国人との会話で、思い出したんだけど。 

米澤：うん。 

川村：成田空港の喫煙所で、ぼーっとしてたの。そこには 
　　　すでに、サラリーマン風の（首からネームプレート 
　　　下げたような）男の人が２人いて。みんなでぼーっ 
　　　としてて。 

　　　するといきなり、ロシア人が入ってきて。二人組の 
　　　サラリーマンに英語で「ビタミンの飲み物が買える 
　　　ところを教えてくれないか？」って言ってて。 

米澤：すごいね、ビタミン。 

川村：欠乏してたんだ、北で太陽が当たらない国だから。 
　　　体内で生成されないのか。それで、あーそんなこと 
　　　言ってんなぁと思いながらさ、そのサラリーマンを 
　　　見たら「え・・？！わっかんねぇ。」ってなってて。 
　　　「プリーズ、スローリー、スローリー！」と言い 
　　　ながら、まるで・・ライオンをなだめるかのように 
　　　後ずさりして。尻ポケットから、なんか銃のごとく 
　　　スマートフォンを取り出して。 

米澤：目線は外さない！みたいな（笑） 

川村：グーグル翻訳を出して「スピーク！！！」・・彼は 
　　　スマートフォン掲げてて。ロシア人もさ、びっくり 
　　　しながら、スマホに向かって英語で同じこと言うと 
　　　「ビタミンの飲み物は、どこに売っていますか？」 
　　　翻訳が流れるわけよ。サラリーマンは「あぁ！！ 
　　　搭乗口のそばで買えると思います」ってスマホに 
　　　言い、ロシア語の翻訳が流れてさ。かたくなにね、 
　　　喋ろうとしないの、英語を。 

　　　でも「おもしろい、この人」とお互い思っちゃった 
　　　みたいで。仲良くなってるの、ロシア人とサラリー 
　　　マン。一緒に喫煙所を出て、カフェに行って（笑） 
　　　サラリーマンの上司に、ロシア人が「ヘイ」とか 
　　　言っててさ。お前ら、ビタミン買いに行くんじゃ 
　　　ないんかーい！って（笑） 

米澤：その会話を通じて仲良くなったわけだよね。 

川村：そう、楽しかったなって。通じ合う。 

米澤：通じ合うって面白いよね、言葉だけじゃないし。 
　　　面白いなって思う、そういうきっかけは大事だな 
　　　って思う。だって「あそこで買えるよ」って言う 
　　　だけだったら、仲良くなんなかったかもしれない。 

川村：そう。私、下手に入んなくて本当に良かったーと 
　　　思って。若い小娘がさ「何を買いたいの？」とか 
　　　言って、しゃしゃり出なくて本当に良かった（笑） 
　　　この面白さは見られなかった。 

米澤：そういうのはあるよね（笑）ピュアさっていうか、 
　　　純粋さだよね。人柄。技術的な、喋るのは技術で 
　　　パーっとできるわけじゃん。でも人柄がそこに・・ 
　　　必死さだったり（笑） 

川村：諦めないんだ、やっぱりビタミン買いたいからさ。 

米澤：わかんないけど、買いに行ってないじゃん（笑） 

川村：そうだよ！「なんか、ロシア人に話しかけられ 
　　　ちゃったんっすよ～」って上司に言っててさ。 
　　　ロシア人も「ヘイ」みたいな感じ。そういうのが 
　　　生まれてく。 

米澤：いい話だね。 

川村：これからどんどん、いろんなとこで見られるかな。 
　　　スマホの水戸黄門に。 

米澤：それ自体が慣れてきちゃうよ（笑）必死さがね。 
　　　必死さからの会話ってことは、セッションでは大事 
　　　かなと思ってます。必死越えれば仲良くなれる。 
　　　楽々やれちゃうと、そのまま終わっちゃうことも 
　　　ある気がする、「うまくできちゃったね」って。 

　　　でも「うまくできなかったけど、なんか通じたね」 
　　　の方がいい。表面的には（形として、作品として） 
　　　クオリティーはあるかもしんないけど、問題なく。 
　　　みたいな、ね？でも問題があってクリアした方が、 
　　　当事者意識もあって、返ってくるものがあって。 
　　　お客さんも意外とキャッチしているかもしれない。 
　　　もちろんそこは高いレベルでできるっていうのが、 
　　　理想的ではある。 

川村：ほう。 
米澤：まぁさ・・？すっげーお金取ってやるんだったら、 
　　　事故は起こしにくいっていうのはある。正直、だん 
　　　だんお金が上がってくると、事故っていうか・・。 
　　　どうなるかわかんない部分は作れないから。そこは 
　　　変わってくるかもしれない。 



 
川村：それはあえて事故を起こすようなパフォーマンスに 
　　　なるよう仕向けていって、いっぱいお金もらえば 
　　　いいじゃん。 

会場：（笑） 

川村：え？ 

米澤：それはもう戦略だね。じゃあちょっと、次の・・ 

感想 

観客：すごい、一人一人が長い（笑） 

会場：（笑） 

観客③：あんまり特にないんですけど・・そうですね。 
　　　　2011年は実家を出た年なので、懐かしいなと 
　　　　思いました。それくらいですかね？はい。 

作品と環境 

米澤：なるほどね。じゃあ次の方、何かいただいてもいい 
　　　ですか？ 

観客④：ダンスはあまり詳しくないんですけど、川村さん 
　　　　は去年「303号室」を見て。ドキュメンタリー風 
　　　　で面白くて。今回やるっていうので、観ないと。 
　　　　って感じで来たんですけど。川村さんのフェイス 
　　　　ブックを見て・・ベトナムでしたっけ？すごい。 
　　　　なんかマッドマックスみたいなことしてる（笑） 

川村：マッドマ・・？見たことない。 

米澤：マッドマックス（笑） 

観客④：あー！と思ってて（笑）で、川村さんのダンスを 
　　　　人に見せるときっていうのは、やっぱりショー的 

　　　　だったりとか色々あると思うんですけど、意図を 
　　　　相手に伝える、ってこともあるじゃないですか。 
　　　　ダンスでお客さんに意図を伝えるときに、ダンス 
　　　　以外でどういったものを重要視してるのかなって 
　　　　考えてまして。暮らしっていうのでそこから発展 
　　　　してるのかなーっていうので、今日来たんです。 
　　　　それで特に、田舎暮らしから発生してるようには 
　　　　見えなかった（笑） 

川村：そう（笑）引っ越したばかりなので、自覚もない。 

観客④：その場の雰囲気とか、曲から来てるみたいだった 
　　　　んで。じゃなかったら・・どういうところを、 
　　　　ダンス以外で重視しているのかなって。興味が 
　　　　あります。 

川村：うーん。おそらく〝勘違い〟で成り立ってるなって 
　　　思っています。お客さんも私も、勘違いすること。 
　　　もちろん明確なコンセプトとかテーマとかはあるん 
　　　ですけど。どうにでもなる、いろんな勘違いが発生 
　　　するようにしようとはしてますね。なので、作品を 
　　　つくるときも、こういうセッションでも、あんまり 
　　　「これを伝えよう」とはしてない。ね？ 

米澤：ないね。 

川村：お客さんとも、一緒に作っていきたい。踊ることと 
　　　並行して、つくることはやっぱり大事にしている。 
　　　答えになっていますかね。舞台に関しては、いつ 
　　　反射や衝動が起きても大丈夫なようにつくってる。 
　　　ペーちゃんとのセッションは一緒にやりながらつく 
　　　っている感じがしてて、そんな面白さがあります。 

米澤：この場は割と、トークとかも含めてセッションって 
　　　いうのはありますね。その場の会話、エネルギー、 
　　　雰囲気だったり。それをどう受け入れ、積み上げて 
　　　一緒にやる作業みたいな。ぶっちゃけ簡単な話、 
　　　セッションというのは（お互いにとっても、場にと 
　　　っても）みんないい時間を過ごしたいだけだから。 
　　　ここで起こってることを、無視しないで受け入れて 
　　　いい時間をつくれるかってことを、俺なんかは作為 
　　　的にも意識しちゃう部分はある。みんなそうしよう 
　　　としてるとは思うし。 

川村：確かにさ「どうやってやるのか忘れちゃった」って 
　　　ことは、それがあるってことなんだよね。 

米澤：ん？ 



川村：いわゆる、自分の「ダンス」的なものがあるから、 
　　　そう言える。５年とか１０年とか続けないと、多分 
　　　わかんないんだよね。 

米澤：新しい環境で形成されていくのにも、時間がかかる 
　　　よね。僕らもそれぞれ別の土地に住んでますけど、 
　　　お互いまだ１ヶ月とかだし（笑）変化は気付くけど 
　　　それがちゃんと肉付けされてる段階で、どこまでが 
　　　形になるかもわかんないし。でも、今まだ肉付けを 
　　　されてる途中だと思うんですよ。今までのものが、 
　　　剥がされたのか、いらないものが剥がされて新しい 
　　　肉付けをされてるのか。 

川村：この「わけぎ」ですけど、まず茹でるんですよね。 
　　　煮汁が出る、すごい野菜のダシが出るんです。その 
　　　煮汁で、今度は切り干し大根つくって。 

　　　何が言いたいのかというと・・・住むところも、 
　　　前に住んでた土地のダシが、次の場所へ引き継いで 
　　　煮汁のように次に活かすじゃないけど、移動しても 
　　　どんどん美味しくなっていく、そういう感じあると 
　　　いいかな。 

米澤：いろんな場所のダシを、継ぎ足しにいってる部分。 
　　　でもそれは溜まっていくものではなくて、削がれて 
　　　もいく。それぞれの土地の煮汁の旨味だけが残る。 

川村：それが身体をつくっている。見るもの、聴くもの、 
　　　食べるものが皮膚とかつくってる。そうしてできた 
　　　身体で、何が巻き起こるんだろうね？わかんないん 
　　　だよね。 

米澤：ね（笑）吸収してみないとだしね、煮汁的な話。 
　　　俺は、人とやると違う自分が見えてくる。ソロで、 
　　　かっこいいものを見せるためのプロデュースは 
　　　できるんですけど、そこに人が入ることで違うもの 
　　　になっちゃうんですよね。じゃあ、この人と立つん 
　　　だったらどうすると面白いか・・っていうのは、 
　　　やっぱりソロとは違う。 

　　　僕は人とやることで違う選曲だったり、生まれる 
　　　ものが絶対ソロと変わってくるわけですよ。そこが 
　　　面白いなってすごい思う。煮汁の話じゃないけど、 
　　　その人と一緒に飛び込むことで、違うものが自分の 
　　　中で生まれる。しかも、それは次のセッションへと 
　　　引き継いでいく。 

川村：あっ、共通の知り合いとかもいるしね。 

米澤：そうだね。ここで得たよさを、全部引き継いでる。 
　　　ソロでやるのも、ここでやるのと、人とやってって 

　　　いうので変わってくるし。いい味になってると思う 
　　　んだよ。ソロをやらないといけない部分もあれば、 
　　　人とやって、どんどん変わってくってものもある。 

　　　でもこれは、人とやるってことじゃなくて、土地を 
　　　変えるってことでもあれば。人も環境だし、土地も 
　　　環境だし、土地も影響であれば人も影響で。 

　　　どの影響を受けるかチョイスとして、適合するもの 
　　　を選んでいく中で、俺は人とセッションすることが 
　　　すごく今としてはやりやすい適合なのかなって。 
　　　自分が上手くなっていくために。人付き合いが苦手 
　　　な人とかはわかんない、それが映画なのかもしれな 
　　　いし、小説なのかもしれないし、場という環境かも 
　　　しれない。みんなチョイスしていってると思う。 

ドＳ 

米澤：次に行きますか。 

観客⑤：感想になっちゃうんですけど、初めて生でタップ 
　　　　ダンスっていうものを見させていただいて・・。 
　　　　すごく感動しまして。川村さんのダンスも、鳥肌 
　　　　が立ったって感じですよね。本当にいいものを、 
　　　　見せていただきました。 

米澤：ありがとうございました。美紀子さんのことは、 
　　　じゃあ、結構何回か。 

観客⑤：去年に、初めて。 

米澤：そうなんですか、ありがとうございます。 

観客⑥：はい。私はダンスとか音楽とか全然やってなくて 
　　　　そういう専門的なことは全然わかんないですけど 
　　　　・・川村さんのダンスを生で３回くらい見させて 
　　　　いただいて。すごいわかんないけど鳥肌立つって 
　　　　いうか、ゾクゾクして。いっつも感動して泣いち 
　　　　ゃうんですけど、今日もすごい感動しました。 
　　　　一平さんのタップダンスは、さっきも仰ってた 
　　　　みたいに狂気を感じました。目つきが変わる、 
　　　　ドＳっぽい。 

会場：（笑） 



観客⑥：タップダンスみるの初めてで、面白かったです。 

米澤：ありがとうございます。 

川村：最近さ、ドＳキャンペーン中なの？ 

会場：（笑） 

米澤：あのー（笑）いやー・・全然そういうつもりでは 
　　　ないけど。いけるときは、いこうかなと（笑） 
　　　まぁね、嫌われないようにしようと。冗談ですよ、 
　　　意識はしてないです。 

川村：ふーん。 

米澤：でも別に、ドＳとは感じてないでしょ？ 

川村：何が？ 

米澤：みっこちゃんは俺のこと、ドＳだと思ってないで 
　　　しょ？ 

川村：あ？ぜんぜん考えたことない。 

会場：（笑） 

米澤：でもそれもね、色々そういう部分もあるから。 
　　　みっこちゃんじゃないところからの意見としては、 
　　　参考にします。 

タップこわい説（再） 

観客⑦：さっきも仰ってたんですけど、タップが怖いって 
　　　　ちょうどこの間、一緒にやられてた別のダンサー 
　　　　さんも同じことを一平さんに仰ってたんですけど 
　　　　・・それとおんなじことですか？ 

米澤：いや、でも彼女はリハーサルのときなんですけど。 
　　　今と踏み方も違います、こんな感じじゃなくて。 
　　　なぜかっていうと、彼女が言ってたのはまずは、 
　　　「自分の中にないリズムだな」って言ってて。 

　　　だからたとえば同じ音楽をかけたとしても、自分の 
　　　中でとってる音っていうのは、ダンサーと一緒に 
　　　やってるとそこを感じる部分っていうのが視覚的な 

　　　部分として感じるけど。タップってもうちょっと 
　　　細かく音が入ってくる部分も含めて、情報量が音と 
　　　して多いから、自分の中で音楽の情報量が多い。 

　　　それを取り入れないといけないっていう感覚もある 
　　　と思うから。僕は「そんなに聴かなくていいよ」 
　　　って、そうした方が単純にいいよって。 

　　　それって結構重要で。情報をチョイスするっていう 
　　　ことの選択肢として、最初の選択肢って色々得ない 
　　　といけないっていうことをみんな最初考えるんで。 
　　　得なくてもいいんだって選択肢をすることを、まず 
　　　教えてというか。っていうふうになったことで、 
　　　じゃあ得るってことをどこでチョイスするか、余裕 
　　　のあるときに聞けばいいし、そうじゃないときは、 
　　　まず自分に入る。まぁ彼女の中で、それがどう解消 
　　　されたのかっていうのは、まだ言語化的には聴い 
　　　てないのでわかんないんですけど・・・。でも、 
　　　「本番は怖くなかった」って言われました。 

会場：（笑） 

収穫 

観客⑦：川村さんの方は、今、畑とかされてるんですか？ 

川村：はいはい。 

観客⑦：まだ収穫はしてないですよね？ 

川村：元々、山のおばあちゃんがいて。そこの畑を手伝 
　　　ってるような感じです。もうおばあちゃんなんで、 
　　　山の奥でとっても広いので、収穫できないで梅とか 
　　　ボロボロ落ちちゃったりして。私も雑草をいっぱい 
　　　刈ったり、すごいでっかいゴボウ去年おばあちゃん 
　　　がまいたやつを、バーって収穫して。次は来年。 

観客⑦：収穫したときの喜びっていうのはありますよね、 
　　　　すごいゴボウになった！っていうのは、踊りたく 
　　　　はなりませんか？ 

川村：はぁ、特に・・。 

観客⑦：（笑） 



川村：もう遅くなっちゃった最後のゴボウが、なかなか 
　　　取れないから！あ、ペーちゃんが帰ったあとね？ 

米澤：え、そうだったんだ。 

川村：あ、彼にも手伝ってもらったんですよ（笑）で、 
　　　ガンガンガンガン掘って、おばあちゃんがコリャー 
　　　深くてダメやって言っても、私は諦めないでずっと 
　　　掘ってて。そしたらこんな太い、おばけゴボウが！ 
　　　一番最後に掘れたんですよ。うわぁ！となりました 
　　　けど、踊りにつながるのかはよくわかんない。 

観客⑦：だけどそれでも掘り続けるっていうのは、衝動と 
　　　　は違いますか？執念ですか（笑） 

川村：向こうも、私がダンスやってるのは知ってるんです 
　　　けど。みたことないし求められないんですよ誰にも 
　　　・・・生活する上で必要性がないっていうか。 

　　　なんかね。だから不思議とダンスがない・・のか？ 
　　　みたいな生活になってって。だからこそ、何もない 
　　　とこからこの衝動は生まれるのか？という実験。 

米澤：やっぱり、社会とのコミュニケーションの上で、 
　　　ダンスがあるんだなって。もちろんダンスが必要で 
　　　あれば、ダンス。必要じゃなければパフォーマンス 
　　　なのか。アウトプットの手法を変えながら、社会の 
　　　間でのコミュニケーション手段として、何をやるか 
　　　っていうことを。みっこちゃんはなんだかんだ、 
　　　やってんだなって思う。 

川村：私は今の感じがね、すごく健やかっていうか。田舎 
　　　でね。私のダンスを知ったところで「あっそ」って 
　　　いう感じの人たち。そんなところで暮らしながら、 
　　　東京とかに出てって、その時に巻き起こったことに 
　　　身をゆだねて踊るっていう。そうして行き来するの 
　　　ほうが、ずーっとそこにいるよりも、もしかしたら 
　　　いいのかもしれないなぁ。何回かやってみようかな 

観客⑦：隠れ家的な感じで（笑） 

川村：隠れ家！おしゃれですね。かくれが、 

米澤：まぁちょっと、なんか曲いくつかかけてやろ 

観客⑧：あ、私言いたい！ 

川村：はい！ 

観客⑧：みっこちゃんのお料理、とても美味しかった！ 

川村：うきゃー！ありがとうございます。 

観客⑧：うんー。 

観客⑨：すいません、失礼しまーす。 

米澤：あーはい！ご自由に。あとは勝手にかけて、はい。 
　　　やりきります。ありがとうございましたー！ 

川村：もう終電か？ 

観客⑨：面白かった。 

＜音スタート。２人、踊り出す＞ 
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