




はじめに

2019年4月より、日本でほとんど行われてこなかった“振付家育成”プロジェクトを開始しました。JCDNの会員
である日本全国のダンスアーティスト、オーガナイザー等を対象に企画公募を行い、各地で育成のための拠
点を作っていくことを目的に、「コンテンポラリーダンス・プラットフォームを活用した振付家育成事業『ダンスで
いこう!!』」と名付けました。

背景として、日本では振付家を育成するための組織や機関がないということがありました。ダンサーを育成する
ためのダンススタジオは数多くあれど、振付家を目指そうとすると海外に出るか、カンパニーに所属し、その中
で自分で方法論を見つけていくしかない。そもそもダンスカンパニーを維持することが不可能に近いのが現状
であるこの国においては、新しい振付家が生まれてくることはかなり困難な状況にあります。
　しかしそんなことをいくら言っていても始まらないので、全国のダンス関係者が力を合わせて振付家をみん
なで育てていく方法を創り出そうと始めたのが、この「ダンスでいこう!!」です。

2019年度は、各プラットフォーム運営団体や講師・ナビゲーターとなるアーティスト、それぞれの振付家育成に
対する思いから、各団体独自の方法によって、全国で10のプロジェクトが実施されました。また、2020年3月
14日、15日に「ダンスでいこう!! KYOTO Meeting」として、各地プロジェクトの報告会を行いました。各プラッ
トフォームの振付家育成事業を通して、様 な々方法で試みられた各地の事業が、確実に振付家育成に繋
がっていくことを確信しました。
　一方で、「現代社会においてコンテンポラリーダンスがどのような役割を担っているのか?」「コンテンポラリー
ダンスにおける“振付家”とは、どのような特徴や役割をもつものなのか?」また「“振付家を育成する”とは、どうい
うことなのか?」という問いを、このプロジェクトを通して明らかにしていく必要があると考えました。

そこで、今回は「ダンスでいこう!! 2019」の報告をまとめることに加えて、振付家育成における考察レポートとし
ても機能するよう、本書を3章に分けてまとめました。未来のコンテンポラリーダンスの可能性を考えるきっかけ
として、ダンスの歴史からはじめて、各プラットフォーム運営団体（各事業主催者）、講師・ナビゲーターとなるアー
ティスト、育成対象者・参加者の声を改めて聴き、最後に、未来に向けて文化芸術に関わる各専門家の意見
をいただきました。全国10のプロジェクトの詳細は、第2章にまとめました。
　これらの報告と考察を通して、“振付家の育成”という雲をつかむような漠然としたものに、輪郭をつけていけ
たらと考えています。

読まれる方それぞれの立場で、それぞれの考えや思いを共有し、日本で振付家を育成することを共に考えてい
ただけるとありがたいと思っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020年7月
　　　　　　　　　　　　　　　　　 NPO法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク［JCDN］
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第一章

日本のコンテンポラリーダンスの歴史と、
振付家の役割とは

̶

コンテンポラリーダンスにおける“振付家”とは、どのような特徴や
役割をもつものなのでしょうか?
舞踊研究、舞踊評論の専門家の言葉をヒントに、ダンスの歴史を
遡って考えてみます。
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日本において現在「コンテンポラリーダンス」は今やTVやCMという一番大衆的な日常にはダンスに興味のな
い層にも届くほど、名称としては知られるようになりました。
　とはいうものの、そうしたメディアにのる「コンテンポラリーダンス」のイメージは、というと今や世界的なインフ
ルエンサーである渡辺直美がくねくねとヘンな顏で動くというイメージであるのも事実です。言葉が知られても
その内情が必ずしも伝わっているわけではありません。
　では実際にコンテンポラリーダンスとは日本でどのようにここまで一般化してきたのでしょうか。
　それには日本におけるダンスの歴史を知る必要があります。そしてダンスの歴史を知るにはバレエの歴史も
知る必要があります。
　え? と思わる方もいらっしゃるかもしれません。その理由とそれぞれの関わり、それが現代までどのように流れて
きたのかこれからお伝えしたいと思います。

バレエからダンスへ……

まず、バレエの起源ですが、ルネッサンス期にイタリアで生まれ、フランスにもたらされて「踊る王」ルイ14世
の元で政治と極めて深く結びついて発展しました。肥満により王が踊らなくなった後、現在のパリ・オペラ座
バレエ学校の前身となる教育機関を誕生させました。それに従い職業ダンサーの女性達も誕生。ドイツ生
まれのロマン主義文学がフランスでダンスの形となった存在であるロマンティック・バレエ（『ラ・シルフィード』や

『ジゼル』、『コッペリア』などが誕生）によって一世を風靡するものの、フラン
スでは女性偏重が過ぎて活躍の場がなくなった主に男性ダンサーがロ
シアに拠点を移すようになります。ロシアは帝国時代でフランスの芸術を
積極的に取り入れ、資金も潤沢にある時代でした。そこで、『白鳥の湖』
をはじめとするチャイコフスキーのバレエが誕生、トゥの技術も現在と変
わらないレベルになり、パ・ド・ドゥの形式や全幕作品が成立し黄金期を
迎えます。
　そうした作品を見て、育ったダンサー、振付家たちを欧州へ連れて、そ
れまでは職人が担っていた部分を含めすべての要素を専門の芸術家に
手掛けさせたのがロシア貴族セルジュ・ド・ディアギレフ（ロシア名：セルゲイ・
パーヴロヴィッチ・ジャーギレフ）でした。彼が率いたバレエ・リュス（ロシア・バ
レエ団）によってバレエは芸術として、また社交界の見逃せない事件として

バレエ史の研究者からみた、
日本のコンテンポラリーダンスの特徴と可能性

芳賀直子／舞踊史研究家 Photo: 草本利枝

1909－1929に存在したバレエ・リュスを創
設・主宰したセルジュ・ド・ディアギレフ 
© Naoko Haga Ballet Collection
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1909年から1929年の間一線を走り続けました。ヨーロッパでニジンス
キーがデビューしたのも、ストラヴィンスキーがデビューしたのもこのカン
パニーによるものでした。
　ディアギレフの死によって1929年に解散した後、彼らの作品と舞台
美術、衣裳を引き継ぎ、一方でラウフ・デュフィ、サルバドール・ダリといっ
た新しい世代の芸術家に美術を依頼した新しい作品を生んだカンパ
ニー、バレエ・リュス・ド・モンテカルロ（これは総称で大きくは1933年に結成

された後、1934年には2つに分裂、ナチのホロコーストによる主宰者の死などを

経て1963年にすべての活動に幕を下ろします）によってバレエは世界に伝
わりました。米国のバレエ団のほとんどがルーツをたどるとバレエ・リュス
かバレエ・リュス・ド・モンテカルロのダンサー達に行きつきます。
　ハリウッドのミュージカル映画においてもバレエ・リュス・ド・モンテカ
ルロなどバレエと関係が深いことがわかるのですが、ここではこの位
にとどめましょう。

さて、そうしたバレエの歩みがどうしてダンスと関係があるの? と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
　日本だけを見ると分かりにくいのですが、その善し悪しは別として、現実として欧州・米国ではトップにオペラ
ハウスをいただいた、舞台芸術のヒエラルキーが明らかに存在してきました。
　オペラハウスは上演の場であるだけでなく長らく（最近は失われつつありますが）上流階級の社交場としての機
能をもっており、権力者と深く関わっていたこと、それからバレエの教育機関を持つのはオペラ座だったというこ
とが背景にあります。ダンサーを教育し、活躍する場としてオペラハウスは機能するのがスタンダードなのです。
　そうしたいわば「権力」サイドにある存在に対しては必ず「アンチ」の新しいパワーが生まれます。そうした存
在がダンスでした。
　組織的な教育と発表の場、そして社会的地位を保証された存在であるバレエに対してそうしたものの外か
ら生まれた新しいダンスがモダンダンスであり、その新しい形がコンテンポラリーダンスなのです。

“アンチ”バレエのパワー

現在、世界を見渡すとコンテンポラリー作品をレパートリーにもたないバレエ団はほとんどありません。これは
1990年代から始まり、2000年代に入ってとりわけ顕著になった傾向です。これは時代の大きな変化です。劇
場としてのパワー、資金的潤沢さ、ダンサーの教育機関の問題などで依然として大きな存在であるオペラハウ
スではありますが、芸術的なヒエラルキー、バレエこそダンスの最高峰!という考えを持つ人は今やそれほどい
ないでしょう。
　芸術的な優劣で語る存在でないことを多くの人が理解しているからこその現状といえます。

では、世界で初めてバレエ団がコンテンポラリーダンスを踊ったのはいつかと問われれば『牧神の午後』もしく
は『春の祭典』と答えるでしょう。ニジンスキーの振付はすべての要因においてアンチ・バレエでした。そうした
作品が「バレエ」としてバレエ団によって上演されたのは、前例のない刺激的なことでした。

バレエ・リュス・ド・モンテカルロの1941－42年のプ
ログラム。表紙は美術・衣裳を手掛けたサルバドー
ル・ダリ
© Naoko Haga Ballet Collection
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　しかし、振付家ニジンスキーがこの後、精神を病み振付活動を続けられず、継承する振付家も居なかった
ため、その潮流がバレエ団で継続されることはありませんでした。
　その後も1930年代に「侵さざるべき音楽の聖域」としてタブーとされてきた交響曲に振付けたレオニード・マ
シーンや近年ではLEDやプロジェクションマッピングといった新しい技術の活用など、バレエにおいても上書
き作業は常に続いてきましたが、振付という点では5つのポジションから逸脱することは1980年代のフォーサイ
スのパの換骨奪胎を除いてはそれほど目立って行われませんでした。
　モダンダンスがもっとも力を持った1960年代においてモダンダンスは明らかに「アンチ・バレエ」的な存在
で、バレエ団がそうした作品を踊る事は誰も考えませんでした。その位バレエとダンスは水と油のような存在
だった時代があったのです。

日本の状況

さて、日本においての状況を見てみましょう。
　地方出張の折、車窓から、あるいは街歩きをしているとバレエ教室、ダンス教室は日本中あらゆるところに
存在していることに気付きます。
　そうしたバレエ教室、ダンス教室の多くがバレエやダンスに特化せず、モダンダンス、ピラティス、時には日本
舞踊、最近だとそこにヒップ・ホップ、ヨガ、コンテンポラリーダンスの文字が並ぶこともあります。これは全くとまで
は言えませんが、他国ではあまりない状況です。

こうしたダンスの平板的な、あるいは包括的な受容がどうして起こったか、ということは歴史を眺めると見えてきます。
　
ここで詳しく日本のダンス史、バレエ史ならびにその受容史を紹介する余裕はありませんが、日本で初めてバレ
エ教育が行われたのは帝国劇場でした。映像もない時代、バレエを見たこともない生徒たちは目指すべき姿
も分からずバレエの厳しいレッスンを受け、その結果、ほとんどが「より自由な」ドイツ表現主義舞踊を主とする
モダンダンスへと転向しています。

　つまり、日本には歴史的文脈ではアンチ・バレエとして後から登場し
たモダンダンスとバレエがほぼ時期を同じくして入って来ているのです。

見た事もないバレエを踊れと言われた生徒たちの戸惑いは想像を超え
ています。そうした存在であったバレエが現在のように一般的な「習い
事」の選択肢加わったのはいつごろか? といえばこれは戦後の事です。
　日本で初めてプロのバレエ公演が行われたのは1916年のエレナ・ス
ミルノワとボリス・ロマノフの帝国劇場公演、続いて1922年にアンナ・パ
ヴロワの公演。こちらは白粉会社のPR活動とも連動していたこともあり、
到着から日本ツアーまでが細かに報道されました。また初めて見たバレ
エがパヴロワだったという日本人は極めて多かったのです。扇風機の
広告にバレエが登場するほどに一般的になりました。くるくる回るという
共通点からだったようです。

扇風機の広告にバレリーナが登場している。
© Naoko Haga Ballet Collection
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　一方でバレエ教育という意味では鎌倉に1927年にバレエ学校を開校したエリアナ・パブロワの果たした
役割は決定的なものでした。
　エリアナ・パブロワは亡命ロシア貴族で、最初は神戸に、次いで横浜、そして鎌倉で教室を開きましたが、
最初は社交ダンス、その後日本人がバレエにも関心があることを知り、バレエへとシフトしていきます。つまり、
最初のバレエ学校も当初は社交ダンスの延長線上にあったというのは象徴的と言えるでしょう。

ちなみに明治維新以降、社交ダンスが流行ったのは鹿鳴館に代表される欧州並みの教養を、という国の意
向があっての事でした。
　エリアナ・パブロワはロシア帝室劇場でも教えていたバレエ教師に習ったことは本当のようですが、プロのダ
ンサーとしてロシアでは活躍していません。亡命した先の上海でダンサーとして生計を立てたのが最初です。
ダンサーとしてもバレエ教育者としてもプロではない人が日本初のバレエ教師となったのです。
　また、当時先行する舞踊の私的教育機関として存在したのは日本舞踊だけでしたから、その「家元制」的
な教師と生徒の関係並びに教授代、発表会に際しての心づけや来て下さった方へのお土産などの形式がそ
のまま踏襲されました。

ダンスの概念

少し乱暴な言い方にはなりますが、日本初のバレエ教室が社交ダンスから始
まりバレエを教えるような経緯だったのは、プロフェッショナルの問題とも関わり
ますが、それと同時に最初からそれらを「ダンス」として比較的広く受容したた
めと言えるでしょう。
　また日本のダンス教育を学校ベースで見ると、学校の体育にダンスがも
たらされたのも明治維新後です。当初は女性だけ、戦後になって「創作ダン
ス」という名称のダンスが体育に組み込まれます。そして、2008年の学習指
導要領でダンスは必修化されました。当初からあった「創作ダンス」に加え、
「フォークダンス」「現代的なリズムのダンス」という極めて不思議な3つの分
類からいずれかを選ぶという形になっています。
　「現代的な～」はヒップ・ホップが中心的な役割を果たしています。ちなみに
文部省が考えているダンスの“効用”は「心と体を一体としてとらえる」、ダンス
は「身体を使って、ある感情や精神を表現する特質」を持っているそうです。
ここにはいまだにドイツ表現主義舞踊の影響があるのかもしれません。

それはともかくとして、極めて珍妙な言葉を用いて、ここにヒップ・ホップが入ったのは日本のダンスの平板的な
受容を考えるとそれほど不思議ではないのかもしれません。
　とはいえ、アンチ・パワーとして黒人文化からカウンターカルチャーとして生まれ、実際にかなり下品な言葉も
多いヒップ・ホップの歌詞がある存在を、そうしたことには敏感な日本の教育界が大きな批判もなく受け入れた
経緯は良く分かりません。意義を唱えているわけではなく、ここにも日本らしい「ゆるやかなダンス認識」が垣間
見えると言えるのではないでしょうか。

バクストによる牧神の午後の衣裳デザイン
キャプション：ニジンスキー振付『牧神の
午後』はバレエの基本である5つのポジ
ションを逸脱した。
© Naoko Haga Ballet Collection
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「ゆるやかなダンス認識」の先

日本の「ゆるやかなダンス認識」は両面があります。
　良い面はバレエもモダンダンスもコンテンポラリーダンスもかなり平板的に受け入れられるという環境でしょ
う。バレエの方が高級と思う人がいないわけではありませんが、実際に欧米各国のようなオペラハウスが付属
学校で教育し、活躍の場を与えているという現実は存在していません。
　一方で悪い面は、何といってもプロフェッショナルのダンサーという存在が十分に認識されていない事でしょう。

コンテンポラリーダンスはもちろんの事、バレエにおいても基本的に個人の努力と運で形成されています。それは
「芸術にまい進する」「すべてを犠牲にしている」とみると美しく見えるかもしれませんが、今回のコロナ禍もその
存在の厳しさには拍車をかけており、このままでは疲弊するばかりです。ダンサーの社会的地位並びに収入が
他国に比べていまでも極めて低いケースが多いということは本来であれば文化政策として対処すべき問題です。
　理想を言えば、フランスのダンス・センターのような場があればと望まずにはいられません。フランスのダン
ス・センターも当初構想された「成功」からは現状は遠いのですが、それでもそうした「場」が提供されている
環境は重要でしょう。

考えようによっては、欧米各国ではオペラハウスでコンテンポラリーダンスを踊るようになった近代になって、よう
やくダンスを平板化してみる視線を獲得したのです。日本はある意味ではその平板的な視線を気づかずに先
取りしていたとも言えます。その「ゆるやかなダンス認識」の先にダンスの未来があるのではないでしょうか。

芳賀直子  はが なおこ
舞踊史研究家。
舞踊、中でもバレエ史を中心に研究を行っている。専門はバレエ・リュス、バレエ・スエドワ。明治大学大学院
文学部演劇学専攻博士課程前期修了（文学修士取得）。
1998年のセゾン美術館における『バレエ・リュス』展での仕事を皮切りに、舞踊史研究家として執筆、
講演、展覧会監修等を行うようになる。2005年の立ち上げから2014年まで、薄井憲二バレエ・コレクション
キュレーターを務めた。各種媒体への執筆活動と共に、そのエレガントでアグレッシブな独特の語り口に
よる講演の人気も高い。大正大学客員准教授／新国立劇場バレエ研修所・K BalletスクールTeachers 
Training Courseバレエ史講師。著書に『バレエ・リュス～その魅力の全て～』（国書刊行会）、『バレエ・ヒ
ストリー～バレエの誕生からバレエ・リュスまで～』（世界文化社）
https://naokohaga.com/
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1990年代から2000年代、世界に羽ばたいたコンテンポラリーダンスの振付家について回想し、そこから

読み解くコンテンポラリーダンスの「振付家」像と、これからの社会に求められる「振付家」について考察でき

ないだろうかと考えていたところ、石井さんの著作の冒頭にその気づきがちりばめられていて、大変刺激を

受けました。石井さんご本人と編集にあたられた志賀信夫さんの許可をいただいて、ここに抜粋し掲載させ

ていただきます。

　なお、字数の関係でごく一部の抜粋となりましたため、ぜひ全文を「ダンスは冒険である」を手に取ってお

読みいただければ幸いです。

―（「ダンスは冒険である」p.6 ／第一章  現在舞踊論―コンテンポラリーダンスへ）

時代の共犯者としてのコンテンポラリーダンス 

90年代からゼロ年代へ 

セゾン文化財団が設立されたのは1987年。当時、コンテンポラリーダンスという言葉こそあまり耳にすることが
なかったが、まちがいなく萌芽の時期である。勅使川原三郎がKARASを結成しバニョレで賞をとり、舞踏の
始祖・土方巽が他界した80年代半ばからダンスの潮流がゆっくりと変わりつつあった。それ以前にも、厚木凡
人、嵩康子、黒沢美香、木佐貫邦子などの、動きを客体化し分節化しながらも全体的な流れをつくってゆく、
それまでの現代舞踊とは異質の活動をする先駆的な舞踊家たちがいた。しかし、これらの自立したアーティス
トたちの仕事が舞踊界のブームになることはなかった。
　「コンテンポラリーダンス」という言い方が日本のダンス界でよく聞かれるようになり、ジャンルを意識した活動
が定着していったのは90年代初めである。例えば「ジェンダー」という用語が入ってくることにより、その概念が
これまでの歴史の読み直しや現在そして将来に向けた多様な社会文化的な活動を促したように、「コンテン
ポラリーダンス」というある領域をカテゴライズする表現が流布することが、ダンス状況の幅を広げ活性化する
ことに一役買っていたともいえる。 
　1980年代後半の日本は、土地や株式などへの過剰の投資が膨張する実態のない好景気の時代であり、
これを「バブル」と呼んでいた。1991年、これが破綻する。いまだに語り継がれる「バブル崩壊」である。日本の
コンテンポラリーダンスは、このバブル崩壊のあと、東京から日本のあちこちの都市に広がっていった。好景気
に浮かれていた時代が終わり経済的な状況が冷え込んでいったときに、小さなスペースで自分の身ひとつで

「ダンスは冒険である」
（2020, 論創社）より

石井達朗 著
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新たな表現を追い求めるダンサーたちが、文字通り躍り出てきたのである。
　このころ、伊藤キム、大島早紀子、山崎広太、そして久 に々日本の舞踊界に復帰した笠井叡、先鋭的なパ
フォーマンス路線を歩むダムタイプ（Dumb Type）などがその中心的な牽引力となり、目覚しい活動を展開して
ゆく。まったく異なった活動をしていた彼らに共通しているものを敢えて求めれば、「何を表現するのか?」という
ことと、「どのようなテクニックで?」という根っ子の部分をリンクさせながら、時代に向き合っていたことだ。とくに
伊藤キム、山崎広太、笠井叡など、もともと舞踏から出発した者たちが切り開く舞台は、舞踏の歴史のない欧
米のダンス界には見られない独自性をもっていた。それは心身二元論や、表現と技術の二分化というボーダー
を超えて、両者が自ずと不可分になる時空での創造作業であった。 
　大島早紀子（Ｈ・アール・カオス）の 『春の祭典』（1999年）、勅使川原三郎の『Noiject（ノイジェクト）』（1992

年）、伊藤キムの『生きたまま死んでいるヒトは死んだまま生きているのか?』（1996年のバニョレで、勅使川原三郎

につづき受賞）などは、いずれも90年代半ばの日本の舞台が生んだ傑出した作品群である。九〇年代のこの
盛り上がりは、今世紀初頭になり伊藤キムの『Close the door, open your mouth』（2001年）、山崎広太の
『Cholon（ショロン）』（同年、建築家・伊東豊雄が美術で参加）、大島早紀子（Ｈ・アール・カオス）の『カルミナ・
ブラーナ』（2002年）など、スペクタクル性をもちながらも実験性に富む、それぞれの力作にゆきつく。オリジナリ
ティがあり、かつスケール感のある秀作が前後して出てきたのは、制作サイドも含めての新しい世紀に対する
期待の現われだろうか。
　80年代終わりごろから小スぺースで始まった祭り場的な盛り上がりは、今世紀に入ると、より社会文化的
なレベルで受け止められつつあるような印象を受ける。まずダンスを含めた舞台全般を対象にする朝日舞台
芸術賞が2001年に創設される（2008年の8回目をもって突然、頓挫）。同年、都市と地方を結ぶコンテンポラ
リーダンスの全国組織として画期的なJCDN（Japan Contemporary Dance Network）が立ち上がる。2002
年にスタートしたトヨタコレオグラフィーアワードは5年間継続（その後1年おきになり、10回目の2016年に終了）。
伊藤キムは2005年に、舞踏の嚆矢といわれる土方の歴史的な作品と同名の『禁色』を発表し、創作活動
休止を宣言した。 
　以上のことからみると、今世紀初めの数年は、日本のコンテンポラリーダンスが以前よりも遥かに社会的
に認知され、地盤をしっかりとしたものにしていったと言える。また、いわずもがなのことだが、一貫した見識
を軸にアーティストたちを支えるセゾン文化財団やJCDN、そしてdie pratze（ディプラッツ、2008年より日暮里

に移動してd-倉庫）、セッションハウス、STスポット、テルプシコール、ダンスボックス（Dance Box）、アトリエ劇研
（2017年閉館）、シアターE9その他地方都市における小スペースの多彩なプログラムを継続した活動、また
横浜ダンスコレクション、福岡ダンスフリンジフェスティバル、「ダンスが見たい! 新人シリーズ」など息長く持続
するコンぺなどが、新しいダンスの誕生にいかに重要な役割を果たしてきたかが感じられる。このころに（ある
いはその少し前に）創作活動をスタートさせ、現在につながる力を発揮しつづける舞踊家に、山田うん、北村
明子、黒田育世、白井剛、矢内原美邦などがいて、そのあとに関かおり、岩渕貞太、平原慎太郎、川村美
紀子などがいる。

「既知」よりも「未知」を 

JCDNの最初の10年を長い第一ラウンドとすると、現在は次の10年という第二ラウンドに入ったところであ
る。この第二ラウンドは、第一ラウンドとは攻め方も試合の内容も周りから求められるところも、かなり違うはず
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だ。ひと言でいえば、ネットワークの構築や交流の時代を通り過ぎて、質そのものが問われる。問題は、コンテ
ンポラリーダンスの場合、何をもって、「質」というのかということだ。それはもとより「ウェルメイド」などではなく、
常に既知よりも「未知」を志向し、それを時間と空間のなかにどのように刻印するのかという、オリジナルな発
想と構成だろう。「未知」とはダンスや身体に関わる領域はもちろんだが、文化・社会・政治・歴史を含めた
すべてである。 
　新しいダンスをつくるのにダンスだけでは埒があかない。身体とはもっとも身近にある「自然」の賜物であると
同時に、たとえば「爪を切る」段階でそれはすでに「文化」 であり「社会」である。そして、出生証明書を提出し
た直後から、身体は政治的なものであることから逃れられない。ダンスで作品をつくることとは、体のことだけ
ではなく、その体が好むと好まざるとに関係なく、置かれている状況と環境すべてに関わることなのだ。 
　コンテンポラリーダンスは、表現の方法論においてはまったく自由である。コンテンポラリーダンスのように、
男女差、世代差、年齢差、職業、経験、学歴、師弟などのヒエラルキーから離れて、自分の身ひとつで表現す
ることは、それまでの日本の歴史のなかではほとんど存在しなかった。数百年のスパンで日本の芸能史を俯
瞰しても、前衛性・実験性を標榜するアングラ演劇や暗黒舞踏を見渡しても、表現者はさまざまな日本社会特
有のヒエラルキーに囚われたり、身を寄せたり、利用してきたりした背景がある。一見「自由」という幻想のもと
に、その内実は年功序列や家父長的なシステムにのっとった行動パターンを、体の隅 に々まで染みこませてい
たことが多かったのではないか。
　そんなしがらみからできるだけ離れて、よく言われる「何でもあり」「いま、ここ」ふうの作品を目指すのはいい
が、それだけでは表現にならない。何をどう発信するのか、なぜいま、ここでそれをつくるのか、そのための技術
とは何なのか……という原点が問われる。2000年代一桁の終わりごろになって、そんな問いかけが薄れてくる
感じがしばらく続いていた。コンテンポラリーダンスの新鮮なエネルギーにかげりが見え始め、ある種のマンネ
リズムに流されてゆくのではないかという不安があった。しかし、ここ2、3年の間に生まれてきたいくつかの作
品は、そんな危惧を吹き飛ばすのに充分である。以下はそのほんの数例だ。
　岩渕貞太・関かおり『Hetero』（横浜ダンスコレクションEX2012、フランス大使館賞）、関かおり『マアモント』（ト
ヨタコレオグラフィーアワード2012、次代を担う振付家賞）、柴田恵美『DRESS』（ダンスが見たい! 新人シリーズ、新人

賞受賞者公演、2010年）、川村美紀子（『へびの心臓』、横浜ダンスコレクションコンぺティション最優秀新人賞受賞者
公演、2012年）、捩子ぴじん『モチベーション代行』（F/Tアワード、2011年）、木村愛子『温かい水を抱くⅢ』（ダ
ンスが見たい! 新人シリーズ、新人賞受賞者公演、2011年）などは、たまたま何かしらの賞と関係しているが、受賞
のいかんにかかわらず、いずれも「既知」に囚われずに挑戦する強度をもち、それを「作品」として定着させる
戦略もある。また、以上のアーティストたちよりも活動歴の長い、山下残、コンタクト・ゴンゾ、KENTARO!!など
の、ここ数年来の活動も大いに注目できる。 
　そのほか、二つのパフォーマンス集団のサウンド、言葉、照明、身体のアクションを複雑に重層化させた
近作は、かつてないほど充実していた。『boat here, boat』（構成・演出：桑折現［dots］）、グラインダーマンの
『MUSTANG』シリーズである。ダンスでもなく演劇でもなく「パフォーマンス」という形をとらざるをえない必然
性を感じさせる。内在するエネルギーをスパークさせるような硬質な方法論をこれからも追い求めて欲しい。
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2010年代のいま、コンテンポラリーダンスは明らかに以前とは違うフェーズを歩んでいる。今日的なファッション
や現象としてではなく、性別・世代・国家・人種に関系なく個人と個人をつなぐ表現として、「ローカルに」という
ことは言うまでもなく、よりグローバルにも対応する戦略が求められている。その戦略はできるだけ鮮明であるほ
うがいい。既成のダンス語法をどのように扱うのか、多様な身体技法をサンプリングしリミックスする方法をとる
のか、「物語性」をどう考えるのか、そしてなにより作品をつくることにより何を発信したいのか。つくり手である
舞踊家は言うにおよばず、制作者も観客も批評やメディアに携わる者も、助成財団や文化行政も、同時代の
共犯者として同じ舞台に立っている。 

―（「ダンスは冒険である」p.23 ／第一章 現在舞踊論―コンテンポラリーダンスへ）

身体の現前性

（中略）
本稿で述べたダンス界のフロンティアたちが創造してきたものは、時代や世代や地域を超えていまに息づいて
いる。その多様な方向性をわれわれはいろいろな形で分かち合っている。いま現在、ダンスで 「作品」をつくる
ということは、どういうことなのだろうか。各人の答えは異なるだろうが、それは「踊る」ことと「踊らない」ことの境
が極めて希薄になった領界に向き合わざるを得なくなることは確かだ。 
　「踊る」ということは、盆踊りから西洋のダンス・クラシックまで含めて、その難易度には差がある。共通して
いるのは日常的な所作とは異なった次元の動きを要求されるということである。ひと口に「踊る」と言っても、
素人が一時間で振りを覚えてどうやら真似ごと程度に踊れるものから、10年20年あるいはそれ以上の厳し
い訓練を要するものまで多岐にわたる。「わざ」「技術」「テクニック」などと呼ばれるものが、終始つきまとうの
だ。それは身体的であるばかりでなく、しばしば精神の領域にまで及んでくる。であるからこそ、コンテンポラ
リーダンサーとして作品をつくる者は、ダンサーとしての自分を育んできた技術にどっぷり浸かっているのでな
く、ある種の批判的な距離をもつことを求められる。その結果、（ウィリアム・フォーサイスやエドゥアール・ロックのよう
に）さらに高度のテクニカルな領野を開拓する例外的なアーティストもいるが、より「踊らない」ことを模索する
者も少なくない。その場合、安易に「踊らない」 のではなく、身体の現前性（現在性）を成り立たせる時空への
周到な配慮があってしかるべきであり、同時に身体を取り囲む社会・政治・歴史への意識化された眼差しを
維持していたい。

石井達朗  いしい たつろう　　
舞踊評論家。慶應大学名誉教授。韓国、インドネシア、インドなどの祭祀、儀礼、呪術などをフィールドワーク。
関心は、伝統的な祭祀、ポストモダンダンス以降の新しい活動、パフォーマンスアートなど。著書に『異装の
セクシュアリティ』『身体の臨界点』『男装論』『サーカスのフィルモロジー』『ポリセクシュアル・ラヴ』『ダンス
は冒険である』ほか
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コンテンポラリーダンスの振付家を育成するプロジェクト、と言った時に、その“振付家”とは、どのような役割を
担う人なのだろうか? 
　一般的には、テレビのコマーシャルの振付家、アイドルグループの振付家など、たまに“振付家”という言葉を
テレビでも目にするようになった。振付家＝「音楽に合わせて、動きを考えて振り付ける人」というのが一般的
な理解だと思う。
　しかしコンテンポラリーダンスの世界の中での“振付家”は、かなり違う。カンパニーやアーティストによって、
表記が違うところもあるが、コンテンポラリーダンス作品において振付家は、その作品のコンセプト、演出、照
明、音楽、そして決まった動きの型はないので、ダンサーの動きなど、すべてをゼロから創造し、稽古、リハーサ
ルを重ね、作品という形まで作り上げる最も重要であり、その人がいなければ作品にならない役割を担ってい
る。かつ、ダンス作品を創るということは、思想、哲学、芸術性、社会性、客観性、コミュニケーション力、技術
など幅広い総合力が必要とされる。
　一方、ほかのジャンルの舞踊、バレエやジャズ、ヒップホップなどは、基本的にその大元となる“型”＝動き、
がある。その型の組み合わせによって踊りが生まれ、その踊りを踊る技術力の高さが、その作品の魅力となっ
てくる。そして、もちろんその踊るダンサーによって、その魅力や見え方は全然違うものになってくる。
　コンテンポラリーダンスと他のジャンルの踊りの大きな違いは、その基本となる“型”がすでにあるのか、その
型を、オリジナルで生み出しているのか、が大きな違いである。そして同時に、新しい価値感、現代でないと生
まれないテーマや新しい価値を創り出しているか、創り出そうとしているかが、大きな違いと言えるだろう。

コンテンポラリーダンスのプロフェッショナルの振付家になることは簡単なことではなく、日本で振付家として生活
していくことも大変である。どうしてこんなに大変なのかとずっと考えていた時に、石井さんの『ダンスは冒険で
ある』という本のタイトルに出会い、そうか、冒険だから、大変なのが当たり前なのだ、と妙に納得した。そして
芳賀さんの「ゆるやかなダンス認識」という言葉に出会い、あらゆるダンスの形態を大きくひとつの枠でとらえ、
自分たちの立ち位置の自由さを知るところから始まるのかもしれないと思えた。そして常に冒険し、開拓していく
精神の中にダンスが宿っているのかもしれない、と思う。

コンテンポラリーダンスにおける振付家の役割とは。
他の舞踊との相違点について                                                               佐東範一［JCDN］

「Kyoto Meeting」坂本公成・森裕子ワークショップ参加者作品 「Kyoto Meeting」東野祥子ワークショップ参加者作品

Photo: 草本利枝





第二章

各プラットフォームからの報告
―ダンスでいこう!! 2019実施報告―

̶

2019年度の「ダンスでいこう!!」事業全体の実施目的・概要と、10
のプラットフォームの実施報告〈運営団体（各事業主催者）の声、講
師・ナビゲーターを務めたアーティストの声、育成対象者（参加者）
の声、実施概要、プロフィール〉をまとめました。
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（1）経緯と目的

『新しい時代の始まりに、新しいコンテンポラリーダンスの人材育成プロジェクトを開始します。ダンスのアーティストが生
まれ、育つ環境、新しいダンス作品が生み出される環境を全国のダンスのオーガナイザーが核となり、互いに連携しな
がら、形創っていきます。日本のあらゆる場所が起点となり、他の分野や地域の公共団体やホールなどと協働し、未来
に向けて、新たなスタートを切りたいと思います。（2019年度全体チラシより）』　

公立文化施設などの制作機能が弱まる中、地域におけるコンテンポラリーダンスの人材育成は専門的な民間団体によ
り発展してきたが、これまでは個別に行っていて業界全体を総合的に俯瞰する視点に欠けていた。
　日本のコンテンポラリーダンスは1990年代ごろから世界の舞台芸術の中で注目され、舞踏に続く日本発の独創的な振
付家のダンス作品が生まれた。並行して自由な発想で一人一人の創造性を重視する特性から、アーティストが学校教育
や地域、福祉などでダンスの力を活かす活動が盛んになっている。社会におけるダンスの役割が劇場の中から地域社会
へと多様化する今、幅広い視野と知識・経験を持ち創作に挑む国際的な振付家を輩出することが、これからの舞踊ジャ
ンルにおいて求められる人材である。
　本事業では、全国各地にあるコンテンポラリーダンスの拠点を活用し、若手から中堅を対象とした振付家のための
人材育成プラットフォームを形成する。10の各プラットフォームごとに異なるニーズや課題に対し「教授等の機会の提供」
「マネジメント能力の向上」「国際性の獲得」「社会性の獲得」「地域内の人材交流」「他分野人材との交流」を主な
目的として事業を行い、日本国内のコンテンポラリーダンスの振付家を多方向から育成する。このプラットフォーム形成
によって全国各地の人材が育ち、プラットフォーム間のつながりによって振付家をとりまく創造環境が改善され、舞踊に
おけるコンテンポラリーダンスの役割と社会的インパクトを確かなものとしていく。

1. 事業全体の実施目的・概要

「Kyoto Meeting（報告会）」 Photo: 草本利枝
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（2）実施概要・体制

◎振付家育成プラットフォーム
以下3つのカテゴリーによるプラットフォームが、それぞれ独自の事業を企画・運営する。

1）地域プラットフォームと連動した振付家育成事業
プラットフォームの核となる創造拠点の特性を勘案し、国際性のあるトップレベルの振付家の養成と並行し、地域
の社会課題を視野に入れた活動を行う若手の振付家の養成を行う。
①［札幌プラットフォーム］─運営：北海道コンテンポラリーダンス普及委員会
②［城崎プラットフォーム］─運営：Dance Camp Project 
③［岡山プラットフォーム］─運営：R40
④［広島プラットフォーム］─運営：FREE HEARTS
⑤［松山プラットフォーム］─運営：（有）オフィスモガ

2）振付家育成手法の開発とクリエイションの連動事業
各地のダンスアーティスト・カンパニーを“クリエイティブパートナー”とし、クリエイションと連動した振付家の養成を行う。
振付家に求められる高度なスキルや総合芸術としての構成・演出力を身につける手法として、他の芸術分野との協働
を試みたり、特定の身体メソッドによる表現活動の開発を行う。
⑥［神戸プラットフォーム］─運営：NPO法人DANCE BOX
⑦［名古屋クリエイティブパートナー］─運営：N-ｍark（アートコレクティブ実行委員会）　

3）創造環境整備事業
ダンスに関わる専門的な団体と連携し、レクチャーや、マネジメント技法の習得等を通して、コンテンポラリーダンスの創
造環境全体の向上に寄与する人材の育成を行う。
⑧［創造環境パートナー／ヘルスケア］─運営：NPO法人芸術家のくすり箱
⑨［創造環境パートナー／ダンスメディア］─運営：（一社）ダンス・ニッポン・アソシエイツ
⑩［創造環境パートナー／ダンスヒストリー］─運営：ダンスヒストリー・スタディーズ

補足：以下二つのプラットフォームは、予算の都合上、神戸クリエイティブパートナーの事業内で実施していただいた。
また、最終報告会「Kyoto Meeting」内にて、神戸プログラムを更に発展させワークショップ＆ショーイングを行ってい
ただいた。
［京都クリエイティブパートナー］─運営：（一社）ダンスアンドエンヴァイロメント
［京都クリエイティブパートナー］─運営：（一社）ANTIBODIES Collective

◎全体の事業（運営：NPO法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク）

1）キックオフ・ミーティング
日時：5月29日［水］ 14:00－18:30
場所：京都市東山いきいき市民活動センター（京都府京都市東山区三条通大橋東入2丁目下る巽町442番地の9）
内容：各プラットフォームの運営代表者が集まり、各事業の説明・展望などをプレゼンテーション。改めてプラットフォームの
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意味、意義を考え、全員で事業目的を共有した。
（1）説明会 ※非公開
　  事務局（JCDN）より 事業運営に関する説明会（Q＆A含む）
（2）公開キックオフ・ミーティング
　  ・各プラットフォームのプログラムの発表
　  ①札幌プラットフォーム｜森嶋拓（北海道コンテンポラリーダンス普及委員会）
　  ②城崎プラットフォーム｜水野立子（Dance Camp Project）
　  ③岡山プラットフォーム｜山口佳子（R40）
　  ④広島プラットフォーム｜島村陽子（FREE HEARTS）
　  ⑤松山プラットフォーム｜赤松美智代・高橋砂織（有限会社オフィスモガ）
　  ⑥神戸クリエイティブパートナー｜文・横堀ふみ・大谷燠（NPO法人ダンスボックス）、大藪もも（坂本公成代理）、東野祥子
　  ⑦名古屋クリエイティブパートナー｜武藤勇・小池陽子（N-Mark）
　  ⑧創造環境パートナー／ヘルスケア｜小曽根史代（NPO法人芸術家のくすり箱）
　  ⑨創造環境パートナー／ダンスメディア｜宮久保真紀（一般社団法人ダンス・ニッポン・アソシエイツ）
　  ⑩創造環境パートナー／ダンスヒストリー｜芳賀直子（ダンスヒストリー・スタディーズ）　　　　　
（3）ダンスミーティング「継続的に振付家を育成する環境つくりについて」

2）各地の視察（事務局及び各プラットフォーム運営団体）・オブザーバーの設置
事務局及び各プログラムの運営団体から最低1名が、各地でのプログラム最終段階に訪問し、各地の状況を把握す
ると共に、相互に評価・意見交換をする機会とした。また、ダンスに精通しアーティストの育成に対して見識のある専門
家、及びJCDN理事を当事業のオブザーバーとして最終報告会に立ち合いいただき、各企画に対する助言や評価な
ど客観的意見をいただく機会とした。

［オブザーバー ※敬称略］
石井達朗（舞踊評論家）、林慶一（ｄ倉庫 制作）
加藤種男（クリエイティブ・ディレクター）、若林朋子（プロジェクト・コーディネーター）

3）「KYOTO Meeting」（報告会）
日程：2020年3月11日［水］－3月15日［日］ ※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、日程を2日間短縮して実施

場所：京都芸術センター（京都府京都市中京区山伏山町546-2）
内容：2019年度の総まとめとして、各プラットフォームの代表者による事業報告、ダンスミーティングを行うほか、創造環
境パートナーによるセミナー、2019年度の事例のひとつとして2組のアーティストによる振付家育成のためのワークショッ
プ＆ショーイングまで、5つのプログラムを実施した。
◎3月14日［土］
PROGRAM Ⅰ［プレゼンテーション］ 『各プラットフォームからの報告』｜13:30－17:00
PROGRAM Ⅱ［ショーイング］ WORKSHOP参加者作品『ワーク・イン・プログレス ダンス作品が生まれるとき』｜
19:00－21:00
◎3月15日［日］　
PROGRAM Ⅲ［セミナー］ NPO法人芸術家のくすり箱『パフォーマンスのためのヘルスケアピット』｜10:00－11:30
PROGRAM Ⅳ［セミナー］ ダンスヒストリー・スタディーズ『歴史を知ってダンスを深める』｜13:00－15:00
PROGRAM Ⅴ［ミーティング］『日本で振付家を育成すること、その課題と可能性』｜15:00－17:00
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◎3月11日［水］－13日［金］｜19:00－21:30 ※当初予定より2日間、日程短縮

WORKSHOP
①坂本公成、森裕子［モノクロームサーカス］  ②東野祥子［ANTIBODIES Collective］

［参加者］
WORKSHOP ① 
ナビゲーター：坂本公成、森裕子［モノクロームサーカス］ 
ショーイング参加者：竹之内芙美、板倉佳奈美、上本竜平、井場美穂、小堀愛永、庄波希、門戸大輔、林南々帆
WORKSHOP ② 
ナビゲーター：東野祥子［ANTIBODIES Collective］ 
ショーイング参加者：yumi、鈴木智香子、新井海緒、今村達紀、菊池航、佐々木健次郎、斉藤綾子、松木萌、吉川千恵、
パラン花観、田辺舞
Kyoto Meeting全体の参加者（入場者）数：合計64名（内育成対象者36名） 
※内訳：ショーイング参加者の他に、一般参加者延べ17名と各地の運営団体代表者・関係者・講師・スタッフ等  

※他に、ショーイングのみの観客 約20名

4）その他
事務局ミーティング、事業全体の全国的な広報、事業実施計画から報告書作成等

「Kyoto Meeting（報告会）」 Photo: 草本利枝
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（3）開催クレジット

文化庁委託事業「2019年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」
主催：文化庁／NPO法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク［JCDN］

各地共催・制作・協力：
北海道コンテンポラリーダンス普及委員会／NPO法人コンカリーニョ／Dance Camp Project／城崎国際アート
センター／R40／FREE HEARTS／広島市安芸区民文化センター／（有）オフィス モガ／NPO法人DANCE 
BOX／アートエリアB1／N-ｍark／Dance House 黄金4422／NPO法人芸術家のくすり箱／Dance New Air
（一般社団法人ダンス・ニッポン・アソシエイツ）／イメージフォーラム映像研究所／ダンスヒストリー・スタディーズ／京都芸
術センター（Co-programカテゴリーD「KACセレクション」採択企画）

［事務局］

NPO法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク［JCDN］

統括：佐東範一   運営：瀧本麻璃英、神前沙織、新原怜
〒600-8092 京都府京都市下京区神明町241オパス四条503
Tel: 075-361-4685  Fax: 075-361-6225
E-mail: jcdn@jcdn.org   Web: http://www.jcdn.org
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2. 各プラットフォームからの報告

̶

2019年度に実施した10のプラットフォーム（と2つのクリエイティブパート

ナー）の皆さんに、振付家育成についての問いを投げかけ、想いを寄
せていただいた。各地の課題や状況、そして、各 の々ダンスのオーガナ
イザーが考える「振付家の育成」とは。各地の実施概要、育成対象者
（参加者）の声と合わせて、ぜひお読みください。

開催期間（開催日順） 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1. 札幌プラットフォーム
2019年7月2日［火］－12月27日［金］

2. 神戸クリエイティブパートナー
2019年7月6日［土］－7月28日［日］

3. 創造環境パートナー／ダンスメディア
2019年8月29日［木］－9月1日［日］

4. 名古屋クリエイティブパートナー 
2019年9月12日［木］－11月17日［日］

5. 岡山プラットフォーム
2019年10月19日［土］

6. 創造環境パートナー／ダンスヒストリー
2019年12月11日［水］、2020年3月15日［日］

7. 城崎プラットフォーム
2019年12月19日［木］－26日［木］
2020年1月11日［土］

8. 松山プラットフォーム
2020年1月23日［木］－26日［日］

9. 広島プラットフォーム
2020年2月18日［火］－22日［土］

10. 創造環境パートナー／ヘルスケア
2020年3月15日［日］

クロージング・ミーティング
「ダンスでいこう!! 祭り」
2020年3月11日［水］－15日［日］

2, 3 21, 22 26, 2718 25
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2019年度に実施したプロジェクトについて。
なぜこのプロジェクトを行おうとしたか、当初目的に対する成果、そして今後の展望。

札幌ではダンサーを育成する場はダンススタジオを中心にたくさんあり、踊り手としての能力が優れているダ
ンサーはそれなりに多いと感じています。また指導の場も多いので「ダンスを教える指導者」として高い指導力
を兼ね備えたダンサーも多いです。
　北海道内のほとんどのダンサーは「プロダンサー」ではなく「ダンス講師」「ダンススタジオ経営者」として
収入を得ています。最近は少し増えましたが、以前はダンサーや振付家として収入を得ている人は皆無に近
い状況だったと言えます。自主公演を企画するダンスカンパニーやフリーランスのダンサーなども非常に少な
く、ダンススタジオが企画する発表会や各種ダンス協会による合同公演が主体でした。
　弊会の設立時（2011年）の活動目的は「自主公演を実施する振付家・団体を増やし、市民がダンス公演
を日常的に楽しむ環境を作る」とし、札幌市を中心に若手のダンサーやフリーランスのダンサー、振付に興
味がある人の支援を始めました。所属を問わずに有望なダンサーを集めて様 な々コンセプトの公演を企画
したり、国内外からこれまで50名以上の講師や振付家を招きワークショップや公演を実施したり、国内外の
ゲストを招いて舞踏やダンスのフェスティバルを開催したり、北海道内外のダンサーや団体による自主公演
の制作サポートなどを行うなど、少しずつダンスの環境を整えてきました。これらの活動によって「コンテンポラ
リーダンスを踊るダンサー」は増えましたが、一方で「作品を作ることができる作家・振付家」はなかなか増え
ませんでした。
　北海道には舞踊専攻を有する芸術大学などの教育機関が無く、振付を知識やスキルとして学ぶ場所があ
りません。また、第一線で活躍するダンスカンパニーも無かったので、ダンサーとしてカンパニーに所属しなが
ら振付家から創作を学ぶ／盗むこともなかなかできません。振付に対する知識や、創作への取り組み方がわ
からず、「創作方法をゼロから独学で模索する」という段階から始めなくてはいけない環境でした。
　そこで弊会では2014年に、座学を中心とした振付家養成講座を行いました。
　振付とはそもそも何か、振付の種別はどんなものがあるか、ソロとデュオとグループによる振付の違い、コンポ
ジションの役割と効果、テーマとコンセプトの作り方について、照明の種類と効果についてなどを知識として学
ぶ場を作りました。
　すると効果はわりとすぐに表れて、昭和レディ、micelleなどのダンスカンパニーやユニットが誕生し、これらに触
発されたかのようにオトコカオル、飴を齧るな、in the boxなどのダンスカンパニーやプロジェクトが札幌で独自
に立ち上がって自主公演が増えていきました。

① 札幌プラットフォーム

Sapporo Choreo（サッポロコレオ）振付家養成講座
北海道コンテンポラリーダンス普及委員会

委員長｜森嶋 拓 Photo: 草本利枝
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その後は弊会ではダンスフェスティバル事業に注力していたため、振付家養成講座を開催する機会はなかった
のですが、JCDNの人材育成事業が立ち上がった際にタイミングも良かったので参加させていただきました。
　受講生の応募がどのくらい集まるかが不安要素ではありましたが、定員以上の応募をいただくことができまし
た。また、2014年の振付家講座で感じた課題などを反映することができ、短時間で効率的に座学を実施でき
たので、一定の成果は挙げられたと感じています。
　正直なところ、北海道（＝地方都市）からいきなり世界に通用する振付家を生むというのは現実的ではあり
ません。日本のコンテンポラリーダンスと呼ばれるものは、これまでは大都市（主に首都圏や関西圏）を中心に発
展してきたといえるのではないでしょうか。理由の一つとして、コンテンポラリーダンスとはジャンルではなく、クラ
シックバレエ、ストリートダンス、モダンダンス、ジャズダンスなど既存のダンスジャンルを長年踊ってきた人（もし
くは演劇、マイム、美術などの表現活動をしてきた人）が辿り着く場所という傾向が比較的強く、観客も含めて
どうしても玄人志向の踊りになってしまう性質があります。この性質は文化の幅をもたらすため社会にとって大
変重要なことであります。ですが、地方都市では少数派になりがちで、町に根付いて活動を続けるのは簡単な
ことではなく、実際に有望なダンサーは東京や関西、はたまた海外に拠点を移すという事例が多くみられま
す。コンテンポラリーダンスだけではなく、ファッションやアートでも先鋭的な表現はこれまでは都会に集まりやす
かったと思います。
　一方で、コンテンポラリーダンスは一般的なダンス（ヒップホップ、バレエ、ジャズダンス、タップ、フラダンスな
ど）のように世界中で同じ形のダンスを継承していかなくてはいけない「ダンスジャンル」ではありません。共通
の身体言語が無い分、地域性というものを反映できる唯一のダンスである、ともいえるのではないでしょうか。
これは作品の傾向が偏るという意味ではなく、クリエーションの在り方や住環境、労働環境は作品に影響を
及ぼすと仮定したうえで、何かしらの地域性というものがみえてくるのではないかという意味です。地域ならでは
のダンスの在り方を見つけることは十分に可能であり、現に今回の講座では北海道らしい純朴さや素直さ、
つまりは良くも悪くもトレンドに影響されない個性が反映された作風が多かったような印象があります。

Photo: yixtape
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　今回は8人の方に作家としての第一歩を踏んでもらうことができましたが、今後も多くの方に同様のステップ
を踏んでもらい、分母を増やしていきたいと考えます。
　昨今では故郷に戻って活動を行う振付家も増えてきましたし、コロナウイルスの影響で都会から地方に住ま
いを移す作家も増えていくのではないかと感じます。そういった社会の情勢や流れもみながら、人材育成も含
めた北海道のダンス環境の充実をこれまで以上に図っていきたいと考えます。

あなたは、どういう振付家を育てたいと思いますか。
また、そうした振付家を育てるために、何が大事だと考えていますか。

振付家育成事業を名乗っておきながらなんですが、「振付家を育てる」という言葉はどうもしっくりこないといい
ますか、多少の違和感が残ってしまいます。ダンサーであれば技術指導などを通して身体性や技術を育成す
ることが可能ですが、振付家というのは本人の資質（人間力、哲学や美学、センス、人生経験、社会性）が大きく
問われる職業だと思います。
　では、周りの人間が全く干渉できないかというとそうではなく、振付や創作に関する基礎知識や基礎技法、
舞台用語や舞台機構の使用法などを教えることはできると思います。その後も成長する為の場や外部からの
意見（視点）を提供することで、干渉することはできるのではないかと思います。

以上を前置きとし、そのうえでどのような振付家を求めているかというと、社会や芸術的な側面から真面目に答
えると「独自の価値観や美意識を社会に提案する存在」ではないでしょうか。アーティストの視点は、世界の新
しい見方を提示することができると思っています。
　一方で、そもそも私たちのような「ダンス事業の企画者」にとって振付家はビジネスパートナーであり、事業に不
可欠な存在といえます。私たちは社会や環境に対して何らかの影響を与えることを目的に、事業の外郭を形成
することが仕事ですが、肝心の中身を作る振付家がいなければ成立しません。
　当団体のようにダンスフェスティバルから芸術祭、町づくりのようなことも行っている団体にとって、振付家に
求めるものというのは事業によって変わります。ダンスフェスティバルであれば「面白い作品を作れる人」「社会
や環境に問題意識を感じ、喋ることができる人」などが必要となります。芸術祭であれば「地域住民とコミュニ
ケーションがとれる人」「現地の空気を取り込んで、創作ができる人」は重宝します。
　町づくりの現場では、市民への簡単な振付ができる人が必要になってくる場合もあります。つまり、私たちとし
ては「何でもできる完璧な振付家」が一人いるよりも、その場面ごとに合った「個性や強みがはっきりしている振
付家」が複数いる方がありがたいのです。
　その為にはまずは挑戦する人を増やし、基礎となる知識・技法を学んだうえでステージやプロジェクトの機
会を増やし、経験を積みながら独自の作家性を磨いてもらうことが重要だと考えます。振付家としての力を上
げる為にはとにかく作品を作り続ける必要があり、周りの人間もなるべく結果を焦らない必要があるのではな
いかと思います。ダンサーも振付を学ぶことで、踊りや振付をより深く理解することができるはずです。
　振付の意図を理解することは、ダンサーとして振付家と共に仕事をする際にも大いに役立ちますし、観客と
してダンス作品を観る際にも視点や理解が変わってきます。また、観客も振付を学ぶことができるのであれば、
観客も作品を見る目が成長し、演者と共に文化を高めあうことに繋がっていくのではないかと考えています。ま
ずは基礎知識が大事と考え、今後も座学の重要性を広めていければと思っています。
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① アーティストが考える、振付家の育成方法のポイント。
② 実際に行ってみてどうだったか。期待することなど。

山下 残
1970年生まれ。大阪府出身。振付の方法論や空間への仕掛けをゲームのように制約として用い、そこから
社会的な要素としての個々人の身体を、作品を通して解放させる取り組みを行っている。最新作はマレー
シアの政権交代を、立候補した友人と共にドキュメント＆再現した『GE14』。

① 少なくとも3年間の長期的な視野は必要かと。ミュージシャンのアルバム制作に例えると、デビューアルバムは
今までの蓄積を出し切って、セカンドは賛否両論を見込み実験をし、サードはスタイルを確立させる。たぶん
デビューアルバムが一番よかったと言われるかもしれませんが、3年間作品を創作する間にワークインプログレ
スやディスカッション、ライティングなど様 な々プログラムを含めていけば、例え段階を踏むごとに作品が未消化
になっていったとしても今後に長いキャリアを積む上では必ず表現の糧になると思います。

② 関西からお招き頂き、受講生の方達はもちろん、札幌のシーンや街のことを知れたのは良かったです。滞
在していたススキノの民泊部屋のカーテンを開けると、ちょうど目の前にある廃墟のような建物が今は閉店して
いる伝説的な風俗店であったとは、札幌ナイトライフの盛衰に対する興味を掻き立てられました。これからは
芸術間のジャンルの越境を更に超えて、芸術と関係なかった分野とのコラボが益々進むと思いますので、振付
家としてはオリジナルな作品というよりもオリジナルな生き方をされている方々からたくさんのヒントを得ることをし
たいです。

平原慎太郎
1981年生まれ、北海道出身。ダンサー、振付、演劇のステージングなどを中心とし、
大植真太郎、Carmen Werner、森山未來、コンドルズ、劇団イキウメ、小林賢太
郎、白井晃などの作品に携わる。またダンスカンパニーOrganWorksを主宰し国内
外で活動。塩田千春、播磨みどり等の現代美術家とも精力的に交流している。

① 振付家というカテゴリーがとても広義であることに着目し、今回の企画ではある程度の
広がりを持って振付を捉え、振りが『作品』と呼ばれるようになる為にということで、コンセプ
トと内容を繋げる『枠』の存在、そして『コンポジション』に着目して座学にて説明し、実践
WS の形式をとりながら『無意識の意識化』を計り、感覚の言語化を通して行いました。
知っていたが意識化していなかったぼやっとした感覚を意識下に置き、言語化できるよう

講師・アーティストからの報告

Photo: Eiji Takahashi
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川上 りえ
1989年 東京藝術大学大学院修了。現在、石狩市に在住。個展、グループ展を通して彫刻、インスタ
レーション、インタラクティブ・ワークという形で作品を展開。札幌を中心に、国内外でアーティスト・イン・
レジデンスプログラムや展覧会を通して展覧会活動を行う。2012年 札幌文化奨励賞。2014年 S-AIR 
AWARD。2018年 JR Tower Art Planets Grand prix Exhibition 2018 準グランプリ。

① 現代舞踊は身体性を生かした動きという特有の言語に特化して、人間の感性（情緒、感 情、感覚）に訴え
る信号を発信するという認識をもっています。振付家はダンサー単独、 複数、空間、オブジェとの関係性や、動
きの連鎖、組み合わせがどのような情緒喚起に繋がるかについて、沢山ためしてみることや、舞踊の鑑賞状
況の客観的理解が重要であることにポイントを置きました。 

② 講座を通して、受講された方達には、キューブという抽象的な形とアクションの組み合わせを即興的に思
案、発表してもらいました。形の大きさと身体の動きとのからめ方など、 それぞれの聴講者のイメージや形への
アプローチは多彩で、それを皆で共有できたことは、よかったと思います。内面性、精神性とビジュアルな舞台
や舞台美術とのからみについては、踊りに置き換える前段階でもドローイングや言葉の展開など、いろいろな
切り口でアイデア展開してみてほしいと思います。振り付けの完成度は、ダンサーなど第三者にどう伝えて作品
化できるかにかかっていると思いますが、そのためにも作品に対する思い入れの強さと人（ダンサーやスタッフ）
の才能を生かす力が鍵となると思いました。

にする。これは勿論日常の生活にも関わる事なので、一般的なアイディアが元になりながら、
振付家として実践的な内容に繋がるということがポイントであると考えています。

② 実際に行って思ったことは二つあります。一つは参加者の意識、キャリアによって受け
取り方が様 だ々なと思いました。僕の場合、数回の講義を受け持ったのですが、その間に
入った他の講師の方のアティチュードがどの程度理解できているのか、それを反映させよう
としているかが鍵だと思って、後半臨みましたがそれが顕著に表れていたと思います。受講
者の意識が高いところで止め、緊張感を持続させることが長期的な企画になる場合に必
要となる要素の一つだと思います。もう一つは、発表の場が数回あればと思いました。プロ
セスを自分達で可視化できると良いかなと思います。育成プログラムとしてはアウトプットより、
インプット、発表より内省の方が重要であると考えます。自分が描いたものがどういう軌跡
だったのかを改めて見つめ、そしてもう一度描く機会があればと思いました。
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櫻井幸絵
脚本家・演出家。劇団千年王國代表。日本演出者協会会員。札幌座ディレクター。札幌大谷大学非常勤
講師。市民ミュージカル、オペラ等、音楽劇の演出も多数。平成17年度札幌市民芸術祭奨励賞。若手演
出家コンクール05・最優秀賞・観客賞。遊戯祭07最優秀賞。札幌舞台芸術賞演劇大賞（2009年、2011

年、2013年）など。

① ダンス作品でも言葉が多用される状況を見て、今回は演劇の立場から「言葉の役割」について根本から
解説し、身体との関りについて深く考える場を設けました。育成にとって重要なポイントは「探求心を持って自
身で思考を深めてゆく力」の獲得だと考えています。 

② 2時間の授業だったので、とっても駆け足になってしまいました。「テキスト（原作）を用いた創作の方法」と
いう表題で進めたので、文学作品を原作にした過去作品を題材に、作品化する過程をざっと追う時間に多く
を割きましたが、後半の「言語の役割を根本から知る」「言語を解体する」「解体した言語をダンスと組み合
わせてどうなるか実験する」という場を設けたことで「自分で生み出す力」の獲得に繋がったと思います。 
1. 言語とはなにかについての概要（2時間）／2.  実験創作（2時間）／3. 思考の時間（2時間） 
1、2、3の流れで計6時間くらいの組み立てで行うといいんじゃないかと思いました。 多様なジャンルのアーティ
ストが共同で講師を行う場合、「方丈記を踊る」とか「パンデミックを踊る」とか「春の祭典を踊る」とか、ひとつ
共通のテーマを置くことで、逆にアプローチの違いが見えやすいんじゃないかとも思いました。

2019年度に実施した10のプラットフォーム（と2つのクリエイティブパートナー）の皆さんに、振付作品を作る上で、なにに気
を配らなければいけないのか、細密に知れたことがとてもよかったです。自分で無意識に気をつけていたことには、改め
て気づくことができ、気を配っていなかったことには改めて意識をもつきっかけとなりました。（堀内まゆみ）

振付家として思考の幅を広げることができた。感覚で何となく理解していたことが、言語化されて明確になった。
（牛島有佳子）

全講座を通じて「ここがおもしろかった、勉強になった」点は、「テーマ・コンセプト」の明確化でした。今までは惰性で
作品を作っていた……と反省しました。また、どの講師の先生も、ワークを交えて受講者自身に考える時間をいただけ
たのは自分だけじゃない考え方に触れられる時間だったので、すごくよかったなと思いました。（石井香帆）

最終日に平原さんのフィードバックがあって面白かったです。他の受講生の作品についても解説を添えてもらったような
感覚があり，作品を観る平原さんの脳みそがとても面白かったです。見方は人それぞれですが、作品を創ってそれを外
から見ようとすること、外から見てもらうことの大切さを感じました。（大森弥子）

育成対象者（参加者）のコメント
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［タイトル］
Sapporo choreo（サッポロ・コレオ） 振付家養成講座

［運営］

北海道コンテンポラリーダンス普及委員会

［場所］

講座1回目－7回目：西区民センター、CONTE-SAPPORO Dance Center／
成果発表・公開講座：ターミナルプラザことにPATOS（いずれも、北海道札幌市）

［実施日］

1回目：7月2日［火］（講師：平原慎太郎）／2回目：7月3日［水］（講師：平原慎太郎）
3回目：8月18日［日］（講師：川上りえ）／4回目：8月25日［日］（講師：櫻井幸絵）
5回目：9月21日［土］（講師：山下 残）／6回目：9月22日［日］（講師：山下 残）
7回目：12月26日［木］（講師：平原慎太郎）／8回目（成果発表＋公開講座）：12月27日［金］（講師：平原慎太郎）

［内容］

これからの長きにわたり創作にかかわり続けてくれる人材を増やすことを目的に全8回の講座と成果発表公演にて8人
の受講者を育成。プロの振付家や演出家、美術家の講師を招き、実践と講座を通して学んだ。参加者は全8回の講
座を通して作品を制作し、成果発表としてスタジオショーイングを実施。最終講義はショーイングの後、観覧者と共に
自身の作品を振り返る形で講座を行った。

［参加者］

石井香帆（会社員／赤川智穂保モダンバレエスタジオ、20代、ダンス歴13年、札幌市）／牛島有佳子（会社員／昭和レディ、
30代、自主公演7回、札幌市）／大森弥子（ダンサー／Takako Classical Ballet、20代、札幌市）／佐々木理恵（会社員／昭
和レディ、40代、ダンス歴10年以上、札幌市）／白鷺永蓮（フリー、20代、演劇歴10年など、札幌市）／白鳥絵美（デザイナー、
40代、クラシックバレエ歴12年、札幌市）／中西優佳（美術制作／DanceRing-zone、20代、多摩美術大学舞踊専攻卒業、札

幌市）／堀内まゆみ（フリー、30代、演劇歴15年、札幌市）（計8名）

［運営団体プロフィール］

北海道コンテンポラリーダンス普及委員会 
2011年創立、コンテンポラリーダンス・舞踏の普及を目的とする。北海道・札幌市を中心に活動
し、主にワークショップ、講演会、ダンス公演、ダンスフェスティバルの企画・制作を行っている。道
外・国外の振付家、ダンス講師、団体などの北海道内における活動の制作や協力も精力的に
行っている。

札幌プラットフォーム実施概要

Photo: Naoshi Hatori
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2019年度に実施したプロジェクトについて。
なぜこのプロジェクトを行おうとしたか、当初目的に対する成果、そして今後の展望。

作品をつくる作家・振付家を目指そうとする若手が減少傾向にあります。その理由の一つとして、国内外で作品
を発表し職業として成立する振付家の成功例が少なく、若い世代が目指そうにも将来の展望が持てない、経
済的な不安材料が多いという要因があげられます。たとえ振付家を目指しても、国内にダンス専門の芸術大学
がないため、理論と実践の両方を基礎から総合的に学ぶ機会が持てません。欧米に留学するか、カンパニー
に入りダンサーとして経験を積み独学するか、不定期の振付ワークショップに参加するか、限られた選択肢の
中で切磋琢磨していくしかありません。結果的に、十分な準備ができないまま作品を発表し行き詰まってしまう、
孤立感を抱えてしまうなど、活動継続の難しさから、意欲を阻まれてしまう現状がみえてきます。
　このような若手振付家にとって、どのような〈育成〉プログラムが有効なのかを考えると、まずは「振付家として
身を立てたい」という若い作家の意欲をつぶさない―アーティストして存在する意義や、作品制作にポジティ
ブに向かえる自信と勇気を後押しすることが先決だと考えました。そのために立案したのが、ダンス・キャンプの
企画です。作家自身の制作途中の作品を持ち込み、集中した滞在型クリエイションを行い、作品を成熟させよ
うとする。その過程において、講師＝メンターや、他の参加アーティストが、作品についてコミットメントを交わして
いく。作品をつくる作者と受け手の両方の役割が在る環境に身を置くことで、作品が本来持っている凝縮と求
心に向かって、没頭できるのではないか。
　では、具体的にどのような方法でこのプランを実現できるのだろうか。N.Y.のディーン・モスと余越保子の両
氏が、長い年月をかけてバージョンアップし続けてきた“ダイアローグ・ワークショップ”―創作過程において振
付家にダイアローグを促し、「語ること」で目指す作品世界を明確にしていく手法―がベストだと思いました。
日本の若手育成に携わる余越さんとミーティングを重ね、私のダイアローグ・ワークショップへの理解を深めてい
きました。
　作品制作において、講師が振付家に答えを与えることはできません。参加するアーティストが主体となり、彼ら
自身が作品と向き合い実験を繰り返していく、そのプロセスを積み重ねていく先にしか見えないもの。そのため
には、講師料を参加者から徴収せず、先生と生徒という受け身の関係を払拭し、キャリアは違うがアーティスト
同士の関係を保ちながら作品へのコミットを交わし、振付家としての自立を促していくこと。成果発表日を設ける
が、完成された作品を観客に披露することを目的とせず、プレッシャーを与えない。むしろ、日々 のワークで失敗
を恐れず、最後までチャレンジングな試みができるよう、プロセス重視の選択肢を設ける。毎日の終わりに経過
発表を行い、他の参加者とメンターのダイアローグを聞き、リクリエイションする。あるいは、単独でメンターとの

② 城崎プラットフォーム

Dance Camp
クリエイション＆ダイアローグ・ワークショップ
byディーン・モス＆余越保子

運営｜Dance Camp Project 水野立子 Photo: 草本利枝
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密な時間を持ち、再び稽古場に向かう―日々 の膨大なコミットメントを得ることで視野を広げ、新たな着想を
得ていく。
　「目の前でおきていることを言葉にする。」というお題をメンターからもらい、ダンスという抽象を敢えて言語化
し他者に投げかけ、フィードバックを重ねる。振付家自身が主体と客体を往来し、作品の本質に近づいて行こう
としたハードな7日間。参加者は、初日のぎこちなさから、徐 に々言葉と思考と具現化の回路が開かれ、作品が
変容を見せ始める。そこには、キャリアのあるメンターから、若いアーティストたちへの尊敬を持った問いかけが
あることが重要だった。

参加者がこのプロセスを体験したことで、具体的なクリエイションのアプローチ方法を自らが学びとり、アーティス
トとしての存在意義、つくることに肯定的な自信、作品制作に向かう希望を得られたこと、未来への可能性に
繋げられたことが、最大の成果だと言えます。
　会場提供の城崎国際アートセンター、「ダンスで行こう!!」の助成、ディーン＆余越さんの献身的なメンター、
全ての大きなサポートに感謝します。

あなたは、どういう振付家を育てたいと思いますか。
また、そうした振付家を育てるために、何が大事だと考えていますか。

私がコンテンポラリーダンス／パフォーマンス作品を観るときに期待することは、自分では予想がつかない振付
家がつくる世界観に出会えることです。小説・美術・映画など他のジャンルでも言えることかもしれませんが、異
なることは、言葉では説明できないリアルな身体の介在により、そこに美学と身体性が共存する点だと思います。
作品をつくる振付家と私たち観客は、社会を取り巻く多様な情報の中で同時代を生きています。振付家は、思
想や身体への着眼点から“ある価値”を提示してくれる。観る側は、そこから生きるヒントを得、活路を見出した
いと願っています。世界金融の不平等、貧困格差社会、環境破壊など世界中に蔓延する不安や不満と共存す
る時代だからこそ、若手振付家の未知の発想と創造力を欲しています。コンテンポラリーアートは、いつの世もそ
の時代と共に生み出され、人 の々糧として存在する力があります。
　まだマスの小さなコンテンポラリーダンスは、サポートがなければ先細りし消滅の危機さえ感じられることもあ
ります。フェスティバルのプログラム・教育・カンパニーの活動・地域での活動・海外からの優れた作品の上演な
ど、活性化した幅広の環境・肥えた土地の中から、人材は培われてくるものだと思います。
　国際的にみて、コレクティブな多ジャンルのアートで編成されるパフォーマティブ・アートが、世界の主流の表
現となっている昨今、コンテンポラリーダンスは適したポジションにあり、振付家が世界に出るチャンスが高い。
ジャンルを越境したコミュニケーション力が要求され、対応できる技術や発想力が必要です。そのために、失
敗や無駄を臆さず、実験的な試みを気軽に試演でき、ポジティブな批評をアーティスト間で交わせる恒常的な
場の創設が有効だと考えます。
　また、日本にコンテンポラリーダンスの概念が西洋から入ってきて以来、振付家やダンサーは欧米に学び影
響を受けてきましたが、アジア・日本の身体性に目を向け始めています。学ぶべき宝庫の山、自国の民族芸能・
古典芸能に、コンテンポラリーダンスの新時代を見出すチャンスが現存しているように思います。
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ディーン・モス
インターディシプリナリィアーティスト。N.Y.在住。ニューヨーク現代美術館、マサチューセッツ現代美術館、ウ
オーカー・アートセンター、近年はパーフォーマンス・スペース・ニューヨークでマルティメディアのパーフォーマン
ス作品を上演。ドリス・デューク・インパクトアワード（演劇部門）、ベッシー賞最優秀作品賞他を受賞。1999

－2004年NY市の先端アートセンターにてダンス＆パーフォーマンスのプログラム・キュレイターを務めた。

どのような振付家を育成したいですか? 
私は、勇気があり、自分の弱さをさらすことのできる、好奇心に溢れた、現代的な、そして、先駆的試みを実践
する振付家をサポートしたいと思っています。振付家が持つべき大切な資質は、執拗なまでに、自分自身のこ
と、そして、自分に親密な世の中の事象について、探求する情熱をもっていること、そして、創作を通じて、自分
が発見してきたことを社会に反映できることです。私が応援したいと思う振付家は、自分が複雑な人間である
ことを認識している人です。そして、他人の、そして、世の中の複雑さをも理解し、また、それらの複雑さに対し
て自分だけの独自の見解を持っており、それを創作に持ち込むことができる人を私は応援したいと思います。
最後に、私は度量の広い作家を支持します。自分の体験やプロセスを、コミュニティや、公共と一緒に、心広く
オープンに共有することができる作家です。

振付家を育成するために必要なポイントはなんですか?
私は、振付家を「訓練」できるとは思っていません。しかしながら、芸術において、人生と同じように、学ぶべき
技術があると私は信じます。作家が体得した技術によって、自分のユニークな芸術的な発見を、より精密に作
品へ反映することを助けることができます。しかしながら、これらの技術は、動きの質や動きそのものを操作する
ことよりも、振付家のクリエーションの経過において、作家の頭の中で、より盛んに開発されるべきでしょう。そ
れゆえに、振付家をメンターとしてサポートするという環境においては、自由に実験することができる心の余裕
が作家には必要であると同時に、厳しい挑戦が作家に与えられることが大切だと思います。この厳しい挑戦を
通過していくことにより、振付家は、自分の作品と、過去の歴史、既存の美術様式、自分を取り巻く社会、そし
て自分自身との間に生じる対話を理解していくことになります。作家の成長（育成）において、メンターあるいは、
ファシリテイターの役目は、質問そのものを目標とします。振付家にとっての、作品と社会、そして、作品と自分と
の関係性について、より明確に、より深く、目を向けることができるよう、その手助けするため質問はあります。
　このような目標を成し遂げるには、世の中にはたくさんのメソッドがあります。私は、2002年に考え出した「新
進作家のための振付ワークショップ」のメソッドを基本にしています。このワークショップは、余越保子と一緒に
開発したものです。これは、ワークショップ参加者の作品を一旦作家自身から引き離すプロセスを導入したワー
クショップです。従来とは違うあり方で振付のアイデアをより拡張させていく試みにとどまらず、作品の解釈の多
様性をも広く探求することを促します。参加者同士は、創造的なダイアローグ（対話）を生み出していきます。
　それは、極度の緊張を伴いながら、早いペースで行われます。芸術的に厳しい視点が次 と々持ち込まれ、
様 な々形で長年の年月を経てこのワークショップは繰り返し行われてきました。もちろん、このワークショップの
全てがダンスキャンプに持ち込まれているわけではありませんが、思索の原点はここにあります。

講師・アーティストからの報告

Photo: Tim Trumble
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実際にワークショップを行った感想。どのような期待を持っていたか?
私は、当初ダンスキャンプにこれといった特別な期待を持っていませんでしたが、参加者は全員大変に意欲
的でした。ワークショップに対して好意的に反応し、交わされた会話に強い興味を持っていました。最初はお
互いの作品に関して語ることに抵抗があったようでしたが、やっていくうちに、他者によって、語られるクリエー
ションに関するダイアローグを丁寧に聞き取ることは、自分自身が作品を見たり、考えたりするプロセスへと転
換されることを知るに至りました。このようなワークショッップは常時、緊張を伴い時に困難を感じるものです
が、城崎国際アートセンターで行われたワークショッップは、参加者、ファシリテーター、企画者全員にとって、
エキサイティングであり大きな達成感を伴ったものでした。（訳：余越保子）

余越保子
振付家、演出家、映像作家。広島県出身。2014年までニューヨークを拠点に活動、
現在京都在住。ジョンサイモングッゲンハイム財団、ファンディションコンテンポラリー
アート財団のフェローシップの他、ベッシー賞最優秀作品賞を2度受賞。ダンスボック
ス主催国内ダンス留学のメンターを務めるなど、定期的に若手振付家のためのクリ

エーションワークショップ「ダンス＆プロセス」を開催している。

城崎国際アートセンターにて実施された、ダンスキャンプ主催育成事業は、ディーンモスと
余越保子によってナビゲートされ、アーティスト同士のサポートシステムを基本としています。
生徒と先生、弟子と師匠、先輩と後輩というヒエアルキー（上下関係から成り立つ権威的構
造）を極力排除し、ナビゲイターは中立な立場でワークショップを率います。ダイアローグ（対
話）そのものに特化し、作家同士のダイアローグが、自身の作品への理解を促し、創作プロ
セスの言語化によって、自身のクリエーションの解析度を高めることを目指します。
　余越とモスが共同でナビゲイトする際の指針となるダイアローグワークショップは、『peer 
review』（アーティスト仲間による相互批評）を基本姿勢とします。このモデルは、モスと余越
がアーティスト・キュレイターとして所属していたニューヨーク市の先駆的なアートを発信する
キッチンで行われているDance&Process の若手芸術家発掘育成プログラムから派生し
ています。2002年にディーンモスとともに始めたダイアローグワークショップは、その後、若手
アーティストたちを対象に様 な々工夫を取り込みながら、実験が繰り返され、形態を変えて
アメリカ、そして、日本で、モスと余越により、個 に々実施されてきました。年月を経て、相互批
評のアプローチの仕方にも工夫が加えられ、短期間の創作プロセスを参加者のレベルや
人数に合わせて特殊化してきました。振付家による振付家のための育成事業プラットフォー
ムの一つのモデルが、今回実施された、モスと余越によるダイアローグワークショップです。
　私は振付家ですが、振付家だからといって、振付家を育てる事は出来ません。私にでき
ることは、質の良い質問を投げかけることです。私にしか出来ない質問の仕方です。その問
いは、過去に費やしてきた膨大なリサーチやリハーサル、ダンサーとして出演した他の振付

Photo: Miana Jun
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家による作品制作プロセス、そして、自分の振付演出作品の制作で実際に起こった事象
を土台にしています。私は舞台作品に関して、なんでも知っているわけではないし、世界中
の舞台作品を研究しているわけではありません。自分がニューヨークで振付家として生きて
きた、ほんの30年ほどの間に得てきた、とても狭く、そして、限られた知識しか持っていませ
ん。その知見や視点は、現在も作品を作るたびにアップデイトが行われ、現在進行形で変
化し、進化しています。私は、ワークショップでは、目の前にいる作家の作品のクリエーショ
ンに対し、レスペクトを持って真摯な眼差しを向けようと最大の努力を払います。深い興味
と情熱を持って、言葉を選び、丁寧に質問します。振付家による、振付家の育成方法のポ
イントは、言い尽くされてきたことだとは思いますが、他者への、そして他者の作品への深
い興味と理解だと思います。
　コロナ感染拡大により、世界は大きく変わろうとしています。この時代に必要とされるダンス
は何なのでしょうか? 振付家にできることは、世の中を凝視することだと思います。作家の目
線、視点、考え方が作品の方向を決定します。振付家は、作品を通して社会と通じる術を
持つので、度量が広くあってほしいです。ダンスに対して、自分に対して、常に真摯であるこ
と、社会に対して高い志を持ち、自身の脆弱さや醜さを他人に晒すことができる精神的な
強さがあってほしい。私が望む振付家は、強靭な身体よりも、強靭な思考力を持った人で
す。作品を通して、私や、そして、他の多くの人に、この複雑な世を生きるインスピレーション
を与えてほしい。私は、そんな振付家による作品がもっと世に出てきてほしいと思っています。
若いアーティストが発見していく現場に立ち会えることはエキサイティングです。作家として私
自身もたくさんの学びがあります。混乱や迷走、疑問、不安、自信喪失など、アーティストのク
リエーションプロセスは、これらの生む苦しみを必ず伴います。その迷路が複雑で深いほど
作品の強度は増すと信じます。目の前で起こることを詳細に分析し他者へ伝えることは最初
は難しいでしょう。しかし、人間はコミュニケーションが得意な動物ですから、訓練によりその
スキルを身につけることができます。要は言葉で何を語るか、だと思います。ダンスも同じで
す。何をどう踊るか。ワークショップで私たちは、素晴らしい創作の瞬間をなんども目にしまし
た。これからも継続してこのような育成事業が実施されていくことを心から希望します。

Photo: Igaki Photo Studio
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「Invisible Circus （作品名）」は長時間のパフォーマンスをセミパブリックな場所で行うことを想定しており、実際に生活
を共にすることでしか発見できなかったことが作品に反映された。KIACの場所性も本番を想定していた場所に非常
に近かったため、多くの課題が浮き彫りになり、より作品を現実的に考えることができた。また、他のグループのパフォー
マンスを観たり、言語化する事で、常にあらゆる方面に考えが働き、その結果、アイデアが沸く、解決策が見つかってい
くなどのメリットがあった。（黒田健太）

何より有意義だったのは、長時間スタジオに入れたこと。スタジオにまず入り、制作と向き合う試行錯誤する時間を持
てたのが何よりも良かった。長期間滞在し、苦戦しながらもチームで合意を取りながらクリエーションを進める方法につ
いて考えられた。当たり前だが作品は振付家のものだけではない。ダンサーを含めた集団制作において、コレクティブ
の様にフラットに作品創作をするのが、いかに難しいかが学べた。（敷地理）

有意義だったことのひとつは、余越さん、ディーンさんと話し合えたこと。少なくとも私は創作を初めて4年しかたっておら
ず、それ以上のことができない。だからこそ、倍の作品を作っている先輩（二人以上）とディスカッションできた事はとても
大きかった。このことがなければ、作品の形状を思いっきり変える決断はできなかったと思う。二つめは、朝から晩まで
作品のことだけを考えられたこと。進展しなかったものが一気に進む感じがあり、とても気持ち良かった。より一層、創作
のことだけ考えて生きたいと心から思った。三つめは、他のアーテイスト（グループ）がいたこと。他のアーティストの作品を
観る、その意見を言う、持ち帰ってグループ内で批評する、という三つのことができた。私たちのグループとの共通点が
見える事もあり、そうすることでより良い作品創りが出来た。（デツ禎稀）

二日間に一度、同世代のアーティストや講師に途中経過を見せる機会があることはパフォーミングアーツに おいてとて
も稀有で貴重な経験だった。自分のプレゼンではなく受け手の率直な意見を聞くことで、どのように自分達が見られる
のか、気づかない発見や提案をもらえることは大きかった。（植村真）

私の周りでそう感じているだけかもしれないが、ダンサーはダンサー同士で固まりがちで作品も舞台を想定したものが
多く、観客もダンサー同士など身内が多く、どうしても作品の社会性を忘れがちな印象。どんな作品であれ、社会に出し
てこそ作品であるし、作品からの観客、社会に対する解釈含めて作品だということを改めて強く思い出した。アーティス
トの話し合える仲間が増えた心強さと、自分のアーティストやダンサーとしてのアイデンティティの明確な自覚に繋がるで
あろう経験をできたと思う。（モテギミユ）

個人的に参加してみて思ったのは、どういう信念を持って作品を創っていくのか、どう日々 を生きるのかという人間性が
どれほど重要かを痛感した。アーティスト、作家という役割がどういう影響を世界や社会にもたらすのかという部分を、
作る側はもっと強い意識を持っていかなければならないと思った。今回参加して、どれ程その意識が作品の良し悪しに
関わってくるのかを体感し、外側へのメッセージを大切にしていこうとより思えた。（新井海緒）

育成対象者（参加者）のコメント
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［タイトル］

Dance Camp クリエイション＆ダイアローグ・ワークショップ byディーン・モス＆余越保子

［運営］

Dance Camp Project

［日程・場所］

①Dance Camp：12月19日［木］－26日［木］ 城崎国際アートセンター（兵庫県豊岡市城崎町湯島1062）
講師・ファシリテーター：ディーン・モス（N.Y）、余越保子
②アーティストとの対話：1月11日［土］ 徳正寺（京都） 出演：ディーン・モス、山下残  企画・通訳：余越保子

［内容］

①Dance Camp̶クリエイション＆ダイアローグ・ワークショップ byディーン・モス＆余越保子 ：̶公募より選出された
振付家・ダンサーなどから編成された3－5名のアーティスト・グループ4組を対象に、メンターとしてディーン・モス、余越
保子を迎え、両氏が共に開発した“ダイアローグ・ワークショップ”の手法を用いたクリエイション・ワークショップを実施。
最終日に、成果発表としてショーイングを公開。
②アーティストの対話「コンテンポラリーダンスの行方」ディーン・モス＋山下残（京都）：二人のアーティストのダイアローグ・
対話を通して、コンテンポラリーダンスの発祥の地である米国と、日本のそれぞれの歴史を検証し、そこからみえてくる
現在、未来への展望を語るレクチャーを行った。

［参加者］

①Dance Camp｜グループ1：黒田健太（ダンスアーティスト・20代・京都）、新井海緒（ダンサー／音楽家・20代・兵庫）、檜
皮一彦（現代美術作家／映像／写真／彫刻／パフォーマンス・大阪）／グループ2：敷地理（振付家／演出家／美術家／パ
フォーマー・20代・東京）、小松菜々子（振付家／ダンサー20代・東京）、仁田晶凱（振付家／ダンサー20代・東京）、早川葉
南子（振付家／ダンサー20代・東京）、茂木美佑（振付家／ダンサー20代・東京）／グループ3：デツ禎稀（演出家／振付家
／ダンサー役者・20代・京都）、福田有司（パフォーマー・20代・京都）、畑中良太 （パフォーマー・20代・京都）／グループ4：
益川結子（振付家／ダンサー・東京／オーストラリア）、ハリソン・ホール（振付家／ダンサー・20代・東京／オーストラリア）、植
村真（演劇／メディア・20代・東京）、サム・マギルップ（メディア・アーティスト・20代・東京／オーストラリア）
②アーティストとの対話｜畑中良太、渋谷陽菜、大下加奈恵、市川まや、乾光男（振付家／ダンサー／パフォーマー）、吉
田雄一郎（城崎国際アートセンター）、竹田真理（舞踊批評）、他

［運営団体プロフィール］

Dance Camp Project 
2017年より振付家・ダンサーのための育成プログラムを集中した合宿形式で、城崎国際アートセ
ンターで開始。2017年は、青木尚哉〈グループワーク＆リサーチ〉、余越保子〈ダンス＆プロセス〉、
2018年は、〈実践的ダンス・ワークショップ〉として、寺田みさこ〈動きの解像度を上げる～バッハ「フー
ガの技法」を踊る〉、余越保子〈コンテンポラリーダンサーが日本舞踊の古典作品を踊ってみる〉、康
本雅子〈音楽にIN OUT〉、みずのりつこ＜舞踏の身体訓練～金粉パフォーマンス〉を行った。

城崎プラットフォーム実施概要

Photo: 
Igaki Photo Studio
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2019年度に実施したプロジェクトについて。
なぜこのプロジェクトを行おうとしたか、当初目的に対する成果、そして今後の展望。

ダンス作品を創りたい、踊りたいと日々 思いあぐねいている振付家・ダンサーは多くいる。しかしながら、現在の
日本では舞踊についての教育機関・カンパニーが組織的に成立しているところはまれであり、大学など学生生
活を終了した後作品制作をする場を失い作品発表の場を求めている者が多数いたり、自ら作品制作を行う
際に客観的な視点や、総合的要素を加味して完成させるまでに至らず未熟なままで人前に上演してしまうこと
のある者がいる。じっくりと自分と向き合った作品を人前にさらけ出す、踊りのための場は意外に身近にない。　
そこで実験的チャレンジ的にダンス作品を披露したいという新進気鋭の振付家・ダンサーを募集し、新作を
発表する場として踊場odoribaを開催した。
　新作発表の場であるという条件のもと育成者となる作品上演者4名（組）が作品上演を行い今回の参加者
は岡山在住者2名（組）、神戸1名（組）、熊本1名（組）であった。
　前日リハーサル、当日ゲネプロ、1回目公演、2回目公演の上演ごとにゲストアドバイザー（紅玉：大谷燠氏）か
らダンス制作についての概要・個々の作品に対する細かなアドバイスをいただき、わずか2日間ではあったが
現地でそれぞれが作品に向き合い作品を変化させることのチャレンジを行い、客観性のある見る者に共感を
得る作品を上演することができるようになった。上演後の話場hanashibaでも紅玉氏からコンテンポラリーダン
スの作品の作り方見方についての解説をいただいて観客が作品を見るための糸口が示されたことで、観客
からの感想・質問が活発に行われ相互にコンテンポラリー作品に対する理解を深めることができた。
　課題については、新作発表をしたいという育成者募集の機会が地方都市でも幅広く宣伝し知られるため
の工夫が必要である。今回の参加者からもこのような機会はありがたくまた機会があれば参加したいとの声
をいただき、一定地域にチラシを配布するのみではなく、SNSなどを有効に使用して幅広く告知できる方法が
必要である。また、新作発表の場であるので、上演作品の未熟さは否めないが、そのための観客動員・広報
の仕方が難しいことを感じた。
　全国規模で公募することで他都市に在住する振付家・ダンサーに岡山という地を知っていただくとともに
地方都市である開催地岡山に在住する者にも踊場odoribaが単なる私的なダンス公演ではなく、公共性が
あり、コンテンポラリーダンスがどのようなダンスであるか興味を持っていただく機会を提供する場であることを
願う。また令和2年度の開催については見送るが、この企画は単発のものではなく、継続的に開催することで、
ダンス関係者・観客が多くダンス作品に触れる機会も創り出す場となることを願う。

③ 岡山プラットフォーム

踊場odoriba Vol.7

運営｜R40 山口佳子 Photo: 草本利枝
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あなたは、どういう振付家を育てたいと思いますか。
また、そうした振付家を育てるために、何が大事だと考えていますか。

貪欲に作品を創りたいと願い、真摯に身体と向き合い、観客と向き合い、総合的に作品と社会を見る力のあ
る振付家が必要だと思う。そのために必要なものは時間・場所・人材（スタッフ）・資金・理解である。

Photo: 伊東和則

Photo: 伊東和則
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紅玉 あかだま
1974年、北方舞踏派の結成に参加、‘79年まで舞踏家、制作者として活動。‘79年－‘80年渡欧、ポルトガ
ル、フランス等でソロ活動。2000年千日前青空ダンス倶楽部を結成。以降、国内外での公演を重ねる。

岡山とそれ以外の地域から選ばれた4組と2日間、振付に関して話をできる機会であった。
　前日のゲネ、当日のゲネと2回の本番。終演後の観客も交えた話場hanashibaとわたしにとっても濃密な時
間であった。
　踊りとは何か、振付とは何か。全体をとおして話したことは、なぜ踊るのか。自分の中に踊りたい欲望、踊り
の種がまず、ある。それがつぼみをつけはじめると、他者にみせることが生まれてくる。ここで踊ることの客観性
が必要になってくる。とりあえず客観性＝社会性としたときに、ふたつの社会性へのアプローチが考えられる。
ひとつは同時代に起こっている様 な々事件をコンセプトとして取り込んでいくこと。もうひとつは身体のなかに社
会性を育んでいくこと、あるいは発見すること。後者の事例としてはホームレスのダンスカンパニー「ソケリッサ」
の話をした。
　次に、動きについて、動くことだけではなく、動かされることの大切さ、また静止をみせること。これは前日のワー
クでフェルメールやルソーの絵画から学ぶことができたかもしれない。それから〈流れ〉と〈間〉について。
　また作品の〈意味性〉については、いかに説明性から自由になるか。意味では伝えられない世界がダンスに
はあり、それがダンスの醍醐味であること。これは森田雄三の「身体文学」の事例を引用した。
　以上のようなことを4組全体と話したり、個別に話たりした。また、参加者同士も影響しあったこともあった。
　ゲネも含めて4回、見る中で少しずつ変化があった。特に、作品に客観性が生まれてきたことが大きかった。
　今後、振付家として、コンペに作品を出し、賞をとって国内外で活躍するだけではなく、それぞれが地方で
あっても、それぞれの現場でダンスの持つ力、創造力や想像力を育む力、コミュニケーションを生み出す力を
活かして、活動を展開してほしい。

講師・アーティストからの報告
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私は、しっかりと一人で作品を創ったのは今回が初めてで、踊場という表現する場があったから創ろうと思えました。人
は皆、心の奥底には表現したいものを持ち合わせているのだと思います。そこに向き合う方法は人それぞれだから面白
い。創りたいから創るのか、創らなければならないから創るのか。どこに身を置くかで変わってくる。捨て身にしたら、生
まれてくるものもある。環境、場が大切なのです。現在の世の中は、また新たなステージに向かっています。芸術のあり
方、表現のあり方、又、方法も勿論変化しています。ただ私が思うに、芸術や文化はこれからより見直され、価値が上
がると思います。なぜなら、それは豊かだからです。だから私もやめられませんし、続けていくことが大切だと思っています。
（武内浩一）

このように踊る場を与えて頂いた事は貴重な体験で、何より演者だけではなく自分で振りを作り裏方さんと一緒に作品
を完成させていく事は表現者としてはとても有難い場だった。もっともっとこのような場が東京ばかりではなく地方で連動
した場所がうまれると踊り、演劇が身近になると思う。（中村大輔）

今回参加して作品を伝える力が不足していることを実感したことと、同じ舞台を共有した方からダンス愛を得たことが
大きな収穫だった。他のダンサーが試行錯誤して生まれる作品の裏側（どう表現するべきか悩むところなど）を見れたり、
出演者同士はもちろん、アドバイザーやスタッフからの感想やアドバイスを頂けたことで、フラットに作品を見つめる力が
もっと必要だと実感したり、ダンスを通じてうまれたコミュニケーションに勇気づけられた。（堀切優子）

私自身、振付家としてスキルアップしたと感じている。前日のリハーサルからアドバイザーの方を始め主催者、出演者、
テクニカルスタッフの皆様から懇切丁寧なアドバイスやコメントを頂いた。振付・演出・ダンスの踊り方など、具体的に
作品をどう変化させ踊りきるかということを教えていただき、本番の直前まで作品のクオリティを高める意識を持ち続ける
ことができた。更に、公演後のアフタートークで観客の方から沢山質問して頂いたことで、自分の作品がどう見えていた
のか、自分はどういう風に見せようとしていたのかが明確にわかった。（山口晏奈）

育成対象者（参加者）のコメント

Photo: 伊東和則
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［タイトル］

踊場odoriba Vol.7

［運営］

R40

［場所］

上之町會舘（岡山県岡山市北区天神町9-39）

［実施日］

10月18日［金］ リハーサル、19日［土］ 公演

［講師・アーティスト］

紅玉（ゲストアドバイザー）

［内容］

実験的チャレンジ的なダンス作品を披露したいというアーティスト（振付家・ダンサー）を公募し、4組が新作発表を行っ
た。また、ゲストアドバイザーを招いて、4組の作品に対して前日リハーサル後のWSから「話場hanashiba」まで作品上
演のためのアドバイスをいただいた。「話場hanashiba」では一般の観客も参加してダンス作品についての概要、上演
作品についての解説なども共有した。

［参加者］

武内浩一（会社員、「ズンチャチャ」、30代、ダンス歴14年、岡山市）｜作品名「キミヨウ」作・出演：武内浩一
中村大輔（30代、ダンス歴15年、熊本県上益城郡）｜作品名「旅と夢」作・出演：中村大輔
堀切優子（会社員、30代、ダンス歴5年、倉敷市）｜作品名「私と今」作・出演：堀切優子
山口晏奈（大学非常勤講師、「じゃんじゃかじゃんじゃん」主宰、20代、兵庫県神戸市）｜
作品名「to love and to cherish」作・出演：山口晏奈 出演：阿部沙耶、吉村理沙

［運営団体プロフィール］

R40 
おおむね40歳以上メンバーによって構成し、刺激ときっかけを与えるためのコンテンポラリーダン
ス触発作品を企画上演している。身体表現に必要な技術を取得すると同時に、型にとらわれるこ
とのない自由な発想でパフォーマンスを行って、ダンス活動の向上を図るとともに、個々の身体表
現の可能性、芸術性を培い、広めることを目的としながら活動している。

岡山プラットフォーム実施概要

Photo: 伊東和則
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2019年度に実施したプロジェクトについて。
なぜこのプロジェクトを行おうとしたか、当初目的に対する成果、そして今後の展望。

FREE HEATSでは、1992年から地元ダンサーと共に首都圏のダンサーを招聘し、ダンス公演ワークショッ
プ等を開催しております。当時、地元でダンス情報を手に入れるには、ダンス情報誌や特別なルートで手に
入った公演ビデオに頼るのみでした。当然、新しいダンス表現であるコンテンポラリーダンスの存在など知るよし
もなく、広島に伝わるにも時間がかかりました。既存のダンスにはない自由な表現、枠を超えた新しい作品、首
都圏から取り寄せたダンス雑誌に記載された魅力的なこのフレーズが、新しいダンスを伝えたいという思いに
拍車を掛けます。地方都市において、ライブ感覚で伝えるダンス芸術は伝わりにくいので、2000年にはコンテン
ポラリーダンスの公演を観るために、幾度となく上京し劇場に足を運んだものです。そんな情報集めもマックスに
達した頃でした。背中を押してくれるように2003年JCDN主催の「踊りに行くぜ!!」広島公演が決定しました。
コンテンポラリーダンスの作品募集を始め選考会開催など、地元にとっては初めての事ばかりで、全て手探り状
態でした。応募作品には従来のダンサーだけでなく、ジャンルを超えて芸術学部彫刻科の学生や、演劇界で
ダンス作品を創る役者まで応募してくれました。「踊りに行くぜ!!」巡回公演の広島での開催は、まさしくダンス
の多様化の幕開けでも有りました。芸術学部彫刻科の大学生グループ「身体表現サークル」は巡回公演にも
選考され、ふんどし姿のアーティストの作品が各地で話題となります。後に活動範囲が広がった振付の常楽泰
氏は、米国に半年間の交換留学の機会を手にします。他にも横浜ダンスコレクションにて「在日フランス大使館
賞」を受賞し、フランス留学を果たした者も現れました。地元から国内外で活躍できる、先人たちの成功例があ
ることで、広島のコンテンポラリーダンスの勢いは2009年の「踊りに行くぜ!!」ファースト終了まで止まることを知り
ませんでした。
　あれから10年というブランクの中、地元のダンスの状況は様変わりしています。ストリートダンスが社会現象
のように現れ、その盛り上がりはマスメディアにも取り上げられストリートを踊る子供たちは、この広島でも急激
に増えています。その反面コンテンポラリーダンスは公演も激減し、コンテンポラリーダンス離れは加速していく
ばかりです。これから地元で多彩なエネルギー有る舞台を創っていくためにも、ダンスを楽しく踊るだけではな
く、自己表現の面白さと、作品創りの醍醐味を伝えるコンテンポラリーダンスの振付家育成を、早急に進めな
ければならないと考えていました。そんな時に、JCDNから振付家育成事業のお話を頂き、地元にとって願っても
ないことと、参加する事にしました。2019年度のプログラムでは、若者達に今最も盛り上がっている、ストリートダ
ンスなどの他ジャンルのダンサー達にも、興味もってもらえるように募集要項の中に「若手」ダンサーと記載しま
した。その為、多くの参加者が10代後半から20代全般（最高齢30歳）を中心とした顔ぶれとなりました。広島

④ 広島プラットフォーム

ダンスアートプロジェクト!!

運営｜FREE HEARTS 島村陽子 Photo: 草本利枝
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市近郊に留まらず、県外からの参加者も数名みられ、またダンスの経歴もジャンルも異なり、今回も演劇や映像
といったダンス以外の表現者の参加もありました。若い層ということで、ダンス作品の創作経験については、ほ
ぼ未経験という者が大半ではありましたが、ダンサーたちの「創ってみたい」と前向きな姿勢が、ワークショップ
四日目には、テクニカルスタッフとの照明合わせ、音楽や照明の転換のタイミングの確認、ショーイングの場面
の練習と全体の通し練習を行い、五日目に各自の作品創りを含む約90分のショーイングを行うことができまし
た。限られた時間の中での発表となりましたが、参加者が自ら創作し、人前で発表するという機会を得ること
ができました。またナビゲーターの近藤良平さんから、実際に創作に対するアドバイスや取り組み方法を分か
りやすく教えて頂き、参加者にとっても有意義な企画となりました。
　今回の企画を通じて知り合えた多くの参加者同士の交流が深まり、お互いに切磋琢磨し、また広島の地
から、新たな振付家が誕生することを期待したいと思います。

あなたは、どういう振付家を育てたいと思いますか。
また、そうした振付家を育てるために、何が大事だと考えていますか。

ここ数年ダンス企画の募集要項に、舞台経験豊かな若手ダンサー、ジャンルは問わずと記載しています。地
元広島のダンサーは踊ることへの技術磨きにはとても熱心で、魅力的なダンサーも育っています。しかし、そこ
から生まれるダンス作品が、技術の競い合いにならないか心配しております。もちろん作品創りの面白さに目覚
め、自らの表現を模索中のダンサー達もいますが、まだまだ狭い世界の中での活動に止まり、身内感覚から
抜け出せません。
　人の心を強く動かす魅力的な作品。厳しい道ではありますが、良質な作品創りを志す意欲の有る若手振
付家の育成を願っています。振付家として、人間的に豊かな経験と繊細な感性を養うために、ダンス作品創
作の場、ダンス活動の環境作りが必要だと思っています。
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① アーティストが考える、振付家の育成方法のポイント。
② 実際に行ってみてどうだったか。期待することなど。

近藤良平
振付家・ダンサー、コンドルズ主宰。NHK「サラリーマンNEO」、「からだであそぼ」などに振付出演。同
「てっぱん」オープニングの振付も担当。第4回朝日舞台芸術賞寺山修司賞、第67回芸術選奨文部科学
大臣賞。現在、NHKエデュケーショナルと共に0歳児からの子ども向け観客参加型公演「コンドルズの遊
育計画」や埼玉県と共に「近藤良平と障害者によるダンス公演」ハンドルズ公演など、コンテンポラリーダン

スの社会貢献に取り組んでいる。

① 今回の場合は年齢が10代である。そして人生経験も途上である。その部分を自覚した上で、「振付」のこと
に向かうことができればと考えた。そして「振付すること」「踊ること」の枠組みを、少しでも体験できればと思う。
専門性の高い「振り付け」という考えもあるが、自分の「日常」に「振り付け」を探し挑む、そんな挑戦をしてみ
た。育成方法とは言えないかもだが、「なんでも振り付けしてみる!」「よく観察する!」「表現してみる!」そんな所
が振り付けするための大切なはじまりと考えている。

② 「振り付け」を実際に頭に思い浮かべ初動を起こすことは、かなり個人的なことだ。そしてそこからうまれてく
るものは、正解があるような、ないような。その部分は、時間が必要だ。でもその一歩目みたいな作業は、みん
な素直にうけとめ、それなりの方法で、立ち向かってみた。
　「自分が大切にしているもの、こと」をそれぞれが声で発表し、さらに深く感じ考え、それぞれ自分自身に振り
付けしてもらった。そしてそれぞれが照明入りで発表、時間を紡ぎ出した。
　言葉では言い表しづらいが、個人の生き方であったり、やさしさであったりが見え隠れする、正解がない多
種多様なことを感じたり、そんな時間を、みんなで感じられたことは期待以上の面白さであった。
　ぼく個人としては、ダンスのジャンル分けできる「振り付け」という作業もあるが、どんな人、どんな題材であっ
ても「振り付け」できる、してもよいという広がりが感じられたらと思う。そんな多様性に夢をもって、生活やダンス
に立ち向かってもらいたい。

講師・アーティストからの報告

Photo: HARU
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「振付」は思う以上に身近なものだと感じた。リズムや言葉、過去の記憶など、様 な々角度から振付をし、たくさんの踊
りが5日間で生まれた。でも、振付することは誰にでもできても、「素敵な振付」にしていくのは簡単なことではないと日に
日に感じた。アイデアを発展していけなかったり、複数の人とイメージを共有する難しさ。普段だと迷子になるところだ
が、近藤さんが受け止めて助言してくださることで、身を任せて思いっきり振付を試しながら、ショーイングまで駆け抜け
ることができた。（岩手萌子）

「今回、初めてコンテンポラリーでステージに立って観客に披露するという体験をしました。私はコンテンポラリーの経験
や知識も少なく、何もわからない状態で他の人たちについていけるか不安でした。しかし、良平さんのWSを受ける度に
「正しいものはない」という事を知って、人と一緒に踊り一つのものを創り上げていく事がすごく楽しいと実感しました。
一緒に踊ってくれる誰かがいることを忘れず、これからのダンスに生かしていこうと思います。（沖本桜子奈）

初めて近藤良平さんのイベントに参加して近藤さん自体が他の振付家とはまた一味違った暖か味のある方だと思いま
した。初日に「表情が硬い」と指摘され、それをきっかけに何かが外れた様に心がオープンになり参加者とコミュニケー
ションをとったり最終日では心が軽い状態で踊る事ができました。今回は「自分と繋がりがある物」を持参する事が課
題だったので皆それぞれが自分の「大事に」「繋がりがある物」を持ち寄りWSに参加していました。そこから一人最大2
分の時間で振り付けを創ると課題が出され、限られた時間で皆それぞれがテーマを絞り振りを考えていたのですごいと
思いました。自分もそうですが普段振りを考える事に慣れていない人は中々振りを出す事自体が難しい事だと思います。
だけど、近藤さんは振りを創らせる前にコンタクトや自己紹介を交えつつ「振り付けとはどう言う事なのか」と言う事を会
話の合間や中に入れ説明をされていたので、いざ「創る」となった時に皆それぞれが近藤さんの言葉を頼りに手探りで
創っている様に感じました。今回参加して「動きを2回同じ事をすると動きは振り付けになる」と言う近藤さんの言葉が
一番印象に残っています。今までコンテは「体をいっぱい使わないといけない」と考えていましたが、もう少し頭を柔らか
く使い体以外も使える様に作品作りに挑んでいきたいと思います。（善岡宏和）

育成対象者（参加者）のコメント
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［タイトル］

ダンスアートプロジェクト!!

［運営］

FREE HEARTS

［会場］

安芸区民文化センター（広島県広島市安芸区船越南3-2-16）

［日程］

2月18日［火］－21日［金］ ワークショップ、22日［土］ ショーイング

［講師・アーティスト］

近藤良平

［内容］

振付に興味のある10－20代の若手ダンサーを対象に、4日間のワークショップを経て最終日にショーイングを開催し
た。ショーイングは、参加者一人一人が2分間のソロを創ったほか、デュオや群舞など様 な々シーンを交えた約2時間
の作品を上演した。

［参加者］

小山いつき（会社員、20代、呉市）／吉崎優葵（団体職員、20代、広島市）／西村愛莉（学生、10代、三原市）／藤井凜（ア
ルバイト、10代、三原市）／間春菜（学生、10代、三原市）／宝子丸昌樹（学生、10代、東広島市）／高山太一（学生、20代、

広島市）／善岡宏和（ダンス講師、30代、広島市）／小川果央（主婦、20代、呉市）／岩手萌子（団体職員、20代、広島市）
／児玉泰地（役者でない会社員、20代、京都府宇治市）／玉野日向子（大学生、20代、東京都）／宮川結衣（会社員、30

代、呉市）／沖本桜子奈（学生、10代、広島市）／北川大空（会社員、20代、山口県岩国市）（計15名）

［運営団体プロフィール］

FREE HEARTS
1992年より地元広島のダンサーのレベルアップと交流を目的に、国内外のダンサーを定期的に
講師に招き、ダンスワークショップを開催するほか、行政主催のダンスイベントの制作協力、ダン
ス公演の提案などを行っている。

広島プラットフォーム実施概要

Photo: MAKOTO
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2019年度に実施したプロジェクトについて。
なぜこのプロジェクトを行おうとしたか、当初目的に対する成果、そして今後の展望。

松山では2002年から始まった「踊りに行くぜ!!」が「踊りに行くぜ!!Ⅱ（セカンド）」となり、2016年を最後に途絶
え、海外や県外からのダンスを間近で観る機会がなくなった。私たち自身は、生活の中にダンスがあることは
必要だと信じ、その後も活動を続けている。風通しを良くして外と繋がり、刺激を受けることが、振付家を育て
ることにつながると考え、今の松山の土壌をより発展させるために、以下4点を目的に事業を行った。
1. 世界のダンスを間近で観ることができる環境づくり
2. 若い世代に、いろんなダンスの価値があることを伝え、それが力になっていく事への期待
3. 地元を拠点に活動し続けるアーティストへの刺激
4. ダンス以外にも、音楽、演劇、絵画など表現者への新たな展開となるアプローチになること
　具体的に、「観る」「創る」「踊る」の3つを柱としてプロジェクトを行った。
　まず、「観る」という観点で、オーストラリアの振付家、ルーシー・ギャレンの作品「SPLIT」の上演を行った。
世界的評価を受けているダンスを実際に間近で見ることができ、若い世代だけでなく10代から80代までの幅
広い世代の人 に々、新たな価値観を伝えることができて、素晴らしい時間になった。ダンスをしている人、そう
でない人にも、本当に素晴らしいダンスというのはきちんと伝わるのだと実感した。地元を拠点に活動している
アーティストやダンス以外の音楽、演劇などの表現者に対しても、創作における新たな刺激やアプローチの幅
を広げる一助になった。また、ルーシーと共に舞台を作り、リハーサルや準備を行う過程で、彼女の的確で無
駄のない照明づくりや、スタッフに対する優しい言葉かけ、気遣いなど、学ぶべき点がたくさんあった。
　「創る」「踊る」については、ルーシーによる2日間のワークショップを開催した。大学生や地元を拠点に活
動している振付家・演劇関係者などが集まった。参加者同士の出会いの場となり、お互いがもつ表現方法を
シェアする貴重な体験の場となった。
　今後の課題としては、「人材育成における課題」と「そのほかの課題」があり、それぞれどのように対応してい
くかが重要になってくる。
　まず「人材育成における課題」について。今回は、海外のダンスを観て体験することができたが、今後、作
品を発表しようとする地元の人材が、活動しやすくなるような環境づくりと、より質の高い作品を作っていける作
家を育成すること、この2点が課題として挙げられる。ワークショップを受けた人にも、公演を見た人にも、次の
ステップへと誘導する企画を提案したい。
　例えば、松山で活動する振付家の作品を、世界で活躍する振付家に見てもらい、作品をブラッシュアップしていけ

⑤ 松山プラットフォーム

カラダでTRY ANGLE

運営｜（有）オフィスモガ Photo: 草本利枝
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る機会を作るなど、知恵を絞っていきたいと思う。（再びルーシーを招聘して、育成対象となる振付作品は公募するなど。）
　「そのほかの課題」として、今回、いろんな世代の人にダンスに触れてもらう機会を作ることができたが、これ
を一過性のものにしないことである。引き続き、海外からの刺激を持って来れるように、国内だけの交流に留
まらず、海外と繋がり、松山に継続的に人を呼べる仕組みづくりをしていく必要があると考えている。特に、大
学生など若い世代に関しては「知る」ということも作家としてのスタートになる。毎年、新たな学生がダンスに関
わる事を考えると、再び1からのスタートになるため、コツコツと繰り返し伝えていくことが重要だと考える。
　「人材育成における課題」、「そのほかの課題」、このどちらの課題に対しても、今後さらに内容を検討しな
がら繰り返し続けるということに向き合いたい。そのための時間的な問題、スタッフの確保など課題は残るが、
どちらかではなく、どちらも必要だと感じている。
　事業を終えて、ルーシーから「松山はイキイキと情熱のあるコミュニティだ」と伝えてもらった。この言葉を誇り
に、今後も、課題に向き合いながらも情熱あるコミュニティを維持し続けたいと思っている。

あなたは、どういう振付家を育てたいと思いますか。
また、そうした振付家を育てるために、何が大事だと考えていますか。

広い視野をもち、日本のダンスを世界へ広げて行くことができる振付家。また、観客に問題意識を喚起させる
ような作品を生み出せる振付家。創作の活動の場においても、作品に対しても、社会に影響を与えることがで
きる人材を育てたいと思う。振付家は、ダンスというものが〈単に観て楽しむだけではなく、考えるための発信
媒体となる芸術である〉という事を理解して創作の目標におき、粘り強くその人自身の創作の原点を持ち続け、
発表し続けることが大事だと思う。
　そのためには、学びの場・出会いの場・経験の場・創作の場・化学反応の場・自由にものが生み出せる環
境・世界に通用する知識を学べる環境、などが必要になってくると思う。その場や環境をどのようにして作り、維
持してくのかについては、疲弊せずに持続できる仕組みを考えていきたい。
　また、ダンス作品はダンス関係者や一部のダンスファンが観るものという見方を取り払い、一般の人から専
門分野の人たちまで、幅広くダンス作品に接する機会を増やすことも、必要である。心に響く作品や、才能あ
る振付家に出会えば、観客は活性化し、ダンス作品に触れることが人々の新たな価値観を広げることに繋が
り、ダンスの価値も高くなっていくと思う。その事が自ずと劇場の活性化にも繋がっていく。また、企画書を用意
しセルフマネジメントができる振付家を育成することも、今後は必要になってくる。将来性や才能ある若い世代
が、地元にいながらも1人の自立した振付家として生きていく術を持てるように、取り組んでいきたい。

Lucy Guerin「SPLIT」 Photo: Gregory Lorenzutti Lucy Guerin「SPLIT」 Photo: Gregory Lorenzutti
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講師・アーティストからの報告

Lucy Guerin ルーシー・ギャレン
オーストラリア、メルボルンで活動中。ヨーロッパやアメリカ、カナダ等の各都市で幅広く作品を展開、97年
には「Two Lies」でベッシー賞を受賞。2002年Lucy Guerin Inc.を設立後も、国内外で数多くの賞を受
賞。18年設立した「WXYZ」を新拠点とし、オーストリア国内外にて新たな作品の創作・上演の振付活動
をしている。日本では06年オーストラリア―日本ダンスエクスチェンジにて日本人ダンサーと作品制作、18年

Dance New Airにて「SPLIT」上演。 

どのような振付家を育成したいですか? 
振付家には、動きの練習を続けることを推奨しています。つまり、ムーブメントを通して知的な概念だけでなく、
身体を通してアイデアを考えていくということです。身体だけでなく、心も含めて考えること。振付家には勇気と
好奇心を持って、様 な々人たちと協力して知識や経験を得ながら、自分の作品を作っていってほしいと思いま
す。また、個人として自分の道を見つけ、ダンサー同士を支え、お互いを支え合えるような振付家を育てていき
たいと思っています。振付家は、芸術としての新たな表現の場に切り込み、そして前進させていく存在です。

振付家を育成するために必要なポイントはなんですか?
他の経験豊富な振付家と関わらせ、様 な々ダンスの創作方法に触れさせます。できるだけ多くのダンスショー
を見させて分析させます。音楽、ビジュアルアート、演劇、映画、文学、あらゆる芸術を探求していきます。一人
で、あるいは他の人と一緒に自分のアイデアを試したり、洗練させたり、自分の動きで実験することに何時間も
時間を費やすように奨励します。振付家には、スタジオのスペース、資金、クラスやワークショップへのアクセス
など、学び続けるためのリソースも必要です。自分のアイデアを信じ、自分の内なる声を見つけられるように励ま
します。

実際にワークショップを行った感想。どのような期待を持っていたか?
最初は、本当に何を期待していいのかわかりませんでした。しかし、ダンサー達のエネルギーと取り組み方に
ワクワクしました。狭いスペースにたくさんのダンサーがいたのですが、彼らはとてもうまく連携しながら動いて
いました。彼らがやっている動きは全て良いものでした。いろいろなトレーニングを受け、いろいろな経験をして
いて、様 な々動き方がありましたが、本当に集中していて、充実していました。このワークショップを教えるのはと
ても楽しかったです。それは、とても勢いがあり、流れがあり、私の目はひとりからまた次へと絶え間なく移動し
続けました。1人1人のダンサーと同様に、彼らは全体として絶えず動く身体的な質感を作り上げていて、目を
見張るものがありました。松山ダンサー達! ありがとう!!

Photo: Amber Haines
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［公演］

今回は素晴らしい作品を観せてくださりありがとうございました。とても生命を感じました。生き物（食物、動物、微生物）
の心音だったり細胞から生まれるエネルギーを感じました。（20代・女性）

胸がいっぱいになりました。はじまるまえからのリズム、音楽が心の中をわきたたせてくれました。「さらけ出す」潔さと美
しさにやられました。（60代・女性）

息をするのも忘れる世界感でした。生きるパワーをもらいました。うまく言葉が出ないほど本当にすばらしかったです。
（20代・女性）

［ワークショップ］

体と心に挑戦する面白さを感じることができました。ついついいつもと同じことをしてしまうのでもっとやったことない質
感、動きにもチャレンジしたいと思います。コンテンポラリーダンスとは何なのだろう……という疑問に少しヒントを掴めた
気がします。海外のエッセンスに触れられるのもとても刺激になりました!（30代・女性）

公演で観た事を自分の体で動くという経験ができたのがとてもうれしかった。ひとつひとつのアドバイスやヒントが新鮮で
ふだんでは味わえない時間がとても良かったです。（40代・女性）

とても面白かったです。体の表面を押されたものを体の中のエネルギーにかえているような感じでした。自分の得意な
動きや好きな動きがわかって、それをしないように動くことがむずかしく感じた。もっといろんな動きがしたいと思った。（20

代・男性）

ふりつけそのものだけじゃなくて、カラダの使い方に対する発見がたくさんあって本当に楽しかった。カラダの感覚や空
間にたいして敏感になることができたように思う。（20代・女性）

ウォームアップから、目を閉じて言葉の情報だけで動いていくのが、自分の感覚にすごく集中することが求められて、面
白かったです。振り付けのワークは、習った動きを自分なりに踊るのと、他の人が踊っているのを見て「こんな解釈もある
のか」「こういうやり方もあるのか」と、すべての瞬間が面白かった。（20代・女性・バレエ講師／ダンサー）

今まで全くチャレンジしたことのないことにチャレンジすることができました! 2時間が5分くらいだった! 新しい動きのでき
方、自分のしたことのない動きを見つけることがすごく難しかった。これからずっと探し続けていこうと思いました。（20代・

女性）

育成対象者（参加者）のコメント
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［タイトル］

カラダでTRY ANGLE

［運営］

有限会社オフィスモガ

［場所］

white-dagdag（ダンススタジオMOGA）（愛媛県松山市湊町3丁目-6-1）

［日程］
1月23・24日［木・金］ 公演、25・26日［土・日］ ワークショップ

［講師・アーティスト］

ルーシー・ギャレン（アシスタント：メラニー・レーン／リリアン・シュタイナー）

［内容］

オーストラリアを拠点に世界各地で活躍する振付家・ルーシーギャレンを松山に招聘し、作品「SPLIT」の上演とワー
クショップを開催。上演作品「SPLIT」は、人生を例えているかのような時空の中で、二人のダンサーが互いに関わり
あいながら、自己と他者との間に生まれるジレンマを映し出す、刺激的で示唆に富んだ秀作。ワークショップは、「しっか
りとしたダンステクニックと存在感のあるダンサーになるためのワークショップ」として、振付がどのような技術と観念に裏
付けられているか、そして如何にして発せられるのかを体験できるものであり、作品の振付メソッドや創作プロセスを学
んだ。若い世代へ多様なダンスの価値観を伝えること、それが力になっていくこと、また地元を拠点に活動し続けるアー
ティストへの刺激となること、その他ダンス以外にも、音楽、演劇、絵画など表現者への新たな展開となるアプローチを
試みた。

［参加者］

高校生・大学生など、若い世代。地元を拠点に活動し続けるアーティスト。ダンス以外にも、音楽、演劇、絵画など表現
者（延べ156名）

［運営団体プロフィール］

（有）オフィスモガ   
1998年設立。愛媛・松山を拠点に様 な々ダンスレッスンを行うオープンスタジオとしてスタート。
2000年より、週末を使ってダンスパフォーマンス、演劇、ワークショップ、ライブ等を行えるパフォー
マンススペースとしても活用を開始。多ジャンルのダンスに触れることのできる環境をつくり、国内
外のアーティスト間の交流を広げ深める。刺激のある場所を提案し、松山らしいオリジナリティ溢れ
る芸術発信地を目指す。

松山プラットフォーム実施概要
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2019年度に実施したプロジェクトについて。
なぜこのプロジェクトを行おうとしたか、当初目的に対する成果、そして今後の展望。

これまで、2012－2017年度に文化庁新進芸術家育成事業として実施した「国内ダンス留学@神戸」では国
内の才能ある振付家の卵を発掘・育成してきました。実施期の8カ月だけでは万全に育成することはできない
ため、各期終了後も個 に々サポートを続け、オリジナリティのある作品を創作し国内外で評価されはじめた新
進振付家を輩出してきました。育成はすぐに成果が出るものではなく、事業終了後数年して、他者からの評価
も受けて成果となるものだと考えます。
　今、世界が求める振付家は、基礎的な技術や知識は持ちながらも、さらに独自の新しい方法論や視座を持
つ人材です。振付家という定義も多様化しています。また、いわゆるよい舞台作品を創る、というステージの上の
ことだけでなく、新たな社会的価値をクリエイティブに生み出す活動を行う振付家も、今必要とされる人材です。
　振付家は、作品を生み出すだけではなく、自らの作品を、誰にどのような環境で観てもらうのかを考える必
要がありますし、活動していくための、お金やメンバー、場所のこと等、マネジメントも避けては通れません。
　今回の「DANCE ARTIST VIEW 2019」では、幅広い視野でダンスを考えることのできる人材の育成
を図りました。5プログラムのうち4つ（View2－5）は、空間、家具、デザイン、モノ、言葉、照明、音、アーカイブ、
映像、グローバル、世代、時代など、具体的にアプローチできる入口を、ナビゲーターに作っていただき、育成
対象者は、そこに自主的にアプローチするという内容です。
　View1「ダンスアーティスト 1Day（1Chance）Produce→」（セルフカルチベート企画）は、アーティストが、自ら
の活動環境や創造活動に今最も必要なことを自ら企画し、自らの価値観・バックグラウンドとは異なる他者もま
きこみながら、表現と活動を前進・展開させるプロジェクトで、公募により20歳代のアーティストによる3企画を
決定し、基本的にはそのアーティストがマネジメントし、実施しました。
　ここでは、アーティストが今求めている〈育成されたいポイント〉を明確にすることができ、また彼ら自ら事業化
することで、環境をマネジメントすることに意識的になったこと。アーティスト自身が自らが学び成長する場をつく
る流れをつくることができたことが、成果としてあげられます。①稽古場のありかたを考える ②高校生など若年
層への育成の機会の創出 ③ダンスの言語化という、その世代に共通する課題意識も浮き彫りとなりました。
　世界で勝負できる芸術家や、ダンスで次代を切り拓く人材をを育成するには、実績のある振付家が指導す
る等という従来の日本型の〈教える─習う〉という方法ではなく、自らが思考し創造する力をつける世界基準の
育成方法が必要です。
　今年度は、それぞれの企画が短期であったため、育成の入り口、あるいは前段で終了することが多かった

⑥ 神戸クリエイティブパートナー

DANCE ARTIST VIEW 2019

運営｜NPO法人DANCE BOX 文 Photo: 草本利枝
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ことが課題として残りました。（勿論、その経験を育成対象者自身がその後も反芻、分析する等、クリエイションの場で
活かしながら、さらに成長することを期待しています。）
　今後は、実施内容とそれに伴う成果が、段階的に、また客観的にとらえられるよう、取り組んでいきたいと考
えています。

あなたは、どういう振付家を育てたいと思いますか。
また、そうした振付家を育てるために、何が大事だと考えていますか。

振付家の仕事は、この20数年、ダンスを振り付ける→作品を創る→様 な々人を対象にワークショップのナビ
ゲートをする、ワークショップ参加者と作品を創る→自らプロデュースする、と求められることが拡張してきました。
その中で、他者を振り付けることが得意な人もいれば、自身の振付で自らが踊ることが得意な人、ワークショッ
プが得意な振付家もいます。自分の世界観で作品を創る振付家もいれば、そこにいる人一人一人から出てき
たものから作品にする振付家もいます。キャリアのある振付家でも、実際には個々秀でた部分は異なります。
　その中で、ダンスボックスが、この〈新進芸術家育成事業〉で育てたい振付家は、新しい方法と視座を持ち込
んだ演出力を持った人材。それと共に、客観性と、社会性、研ぎ澄まされたクオリティと、見せ方を持つ人。そし
て、その作品を売り込んでいくマネジメント力を兼ね備えた振付家。このマネジメント力は、その作品がどのような
観客に、どのようなメッセージや必要性があって届けるものなのかを作家自身が認識できているかどうか、というこ
とです。これまで、ダンスボックスの活動を続ける中で、国内外の優れたアーティストは、今の自分の興味や考えて
いること、売り込める作品についてを言語化し、次の仕事を作って帰りました。この新型コロナを経験した時代
だからこそ、作品も活動も、自らサバイブして逞しく創っていけるアーティストを育成したいと考えています。
　大事な点は、教育と啓発。今の世界のダンスのフィールドと、歴史的文脈を捉えていること。対話の機会と、
考える回路を多く持つこと。作品や状況に対する分析力。振付家として成長するためには、自ら学び、開発す
る力が大事、と対象者が自覚できるプログラムを今後もつくっていきたいと思います。

View1-② ゆざわさなプロデュース「The bomb#5 Re: MIX─関西のダンスの今をかき混ぜる─」
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米澤百奈
〈View.1「セルフカルチベート企画」

  『Japan×Europe「創って踊る」コンテンポラリーダンス vol.1- SHOWING』〉
9歳よりバレエを始め、その後モダンダンス、ジャズダンスなど様 な々ダンスを経験。2011年神戸野田高校
ダンス部、2015年大阪体育大学ダンス部に所属卒業。その後、文化庁・NPO法人DANCE BOX主催

「国内ダンス留学＠神戸」5期生に参加。現在は関西を中心に自身の踊りの創作・発表、出演の他、放課後デイサービスや高

齢者施設、高校ダンス部への指導を行う傍、舞台監督や照明など舞台でマルチに活動中。

育成方法のポイントは下記の4つである。
・主な対象を高校生、大学生に設定
・世界のダンスシーンで活躍するアーティストによる振付のアプローチを経験
・公演レベルでプロのアーティストと劇場で協働作業する事を経験
・ 3作品の出演ダンサー同士（高校生・大学生・公募者）が、ゲネプロ、2回公演をそれぞれが見合い、交流し意
見を交換しあう
　結果として、本企画の公演で成果をすぐに確認することは難しかった。しかし、高校生においてはその後
の学校のクラブ活動等で、この企画で得た経験を活かし、成果が確認できた。内容としては、公演レベルで
アーティストと協働作業を行なった経験、振付の方法論に触れた事を活かし、自分達の新たな作品作りをし
た。結果、兵庫県の主催する創作ダンスの大会において連続で3位という成績を残し、個々の振付や演出へ
の関心が深まった。
　また、参加者の振り返りより、多数が「成果発表を行った小劇場（ダンスボックス）で、プロのダンサーのダン
スを間近で体感することが初めてであった」と書かれていた。次代の舞台芸術を担う高校生や大学生が劇
場に足を運び、様 な々舞台を見て学び、創作し、踊れるような機会を作って、今後自身の活動を展開していけ
る新進芸術家が増えることを期待する。

ゆざわさな
〈View.1「セルフカルチベート企画」

  『The bomb#5 Re:MIX─関西のダンスの今をかき混ぜる─』〉
1993年、秋田県生まれ。3歳からモダンバレエを始め、大学入学時よりヤザキタケシ
の元でコンテンポラリーダンスを学ぶ。2015年ダンス企画「The bomb」を立ち上げ

る。2019年KAC Performing Arts Program 2018/Contemporary Dance 『シティⅠ・Ⅱ・Ⅲ』「シティⅠ」

プロデュース。現在は、企画、指導、制作、舞台レビューの執筆など活動の幅を広げている

・目指したもの：本企画では、即興でのセッションを通し、それぞれが持つバックグラウンド
を踊りで見せ合い、ダンサー同士が出会い直す機会にすることを目指した。また、関西の
ダンスコミュニティを一度かき混ぜ、再構成するための第一歩となることを期待した。

講師・アーティストからの報告
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川瀬亜衣
〈View.1「セルフカルチベート企画」『ステイトメント：ダンサーを記録する』〉

1987年京都市生まれ。ダンサー。美術作品制作と並行し千日前青空ダンス倶楽部にて踊り始める。「国
内ダンス留学@神戸」2期ダンサーコース修了。以後、様 な々振付家・演出家の作品に出演。2018年「書
き文字を踊る」と題して自身の踊りを探求する場、作品の発表を始める。2019年には企画「ダンサーを記

録する」も開始。詩作、書を書くこともしている。

本企画の到達地点は、劇場での上演を経たのち、ダンサーにアーティストステートメントを執筆してもらい、イン
タビューや、上演の様子を客席から捉えた記録とともに、1冊の本に綴じること。セルフカルチベートプログラム
では、企画の前半の終着地点である「上演」を、ダンスボックス照明研究会と共同して劇場で行った。「ステー
トメントを執筆するために、自身のダンスを上演する」ことをした。公募で集まったダンサーたちと計2回のミー
ティング、個別インタビューを経て、劇場では各人各様の現時点でのダンスを「上演」した。上演は2日程にわ
たって開催し、上演後には毎回アフタートークを行った。
・実施した成果：準備期間が短く、振付を依頼したり出演をオファーできる時間がないため、どのダンサーも自
作自演のダンスの上演をした。結果、「何によって振り付けられるか?」の選択を迫られ、多様なアプローチが
試みられた。完成した本を手にした上演鑑賞者からは、「上演されたダンスから受けた印象は、本を読んで
ガラリと変わることはなく、親密に読むことができた」と感想があり、逆説的に、劇場で上演されたダンスは、そ
のダンサーの個がよく映し出されたダンスであったとも言える。ただ、上演当日、この多様性を鑑賞者に共有
することができたとは言い難い。上演に至るまでに、参加ダンサーの多様性を具体的に企画サイドでもっと読
み込み、上演日のプログラミングを再考する必要があった。
・今後の展望：今後も、大枠の要素を保ちながら、継続開催する。ダンサーの言葉を「単に分かりやすく・伝
わりやすく」社会に発信するのではなく、いかに個 に々違うかを細かく見分けることを通して、1冊の本を作り伝
える。共同的にリサーチを行う時間を潤沢に設け、並行して、個の作業としての自分のダンスというものの言語
化にも向き合う。

実施した成果：初めて一緒に踊ったダンサー同士はもちろんのこと、これまでに共演したこ
とがあるダンサー同士も新鮮な気持ちでセッションができたとの好評を得た。見学を禁止と
し参加者全員が踊ったことで、「大きな稽古場」のような環境づくりができた。そのことにより、
ダンサーたちがより自由に伸び伸びと踊りを楽しむことができる環境を作ることができた。
・見えてきた課題：ダンサーたちから、本番のためのリハーサル以外に、自分自身が稽古す
るための場はあまりないという声が聞かれた。今回のような機会はダンサーにとって必要な
のではないかと考えた。また、観客がいない場でのダンサーの動きは伸びやかで、舞台・
本番で見るのとは大きく違うように感じた。観客に見られることでダンサーのパフォーマンス
がいかに変容するのかについて関心を持った。
・今後の展望：今後も定期的に「大きな稽古場」を開いていけるよう、努めたい。ダンサー
たちからの要望や意見を受けて、使用する音楽や実施する環境などを変えながら、このよ
うな企画を展開していきたいと考える。合わせて、「大きな稽古場」を「本番」に結びつける
ことが可能かどうかも含めて検討していきたい。
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三浦あさ子
〈View.2「ダンス留学─照明研究会バージョン─」〉
照明研究会｜ダンスボックス照明班チーフ三浦あさ子の主導により2011年よりアートシアターdB神戸にて
1年に1－2回不定期に開催してきたプロジェクト。さまざまな作品製作の際に遭遇する照明や空間に関する

疑問点をテーマに照明スタッフとダンサー・振付家がともに実験を行う。

今回の試みはアーティスト（振付家）が作品を製作し発表する際に、空間や照明の構成について照明家とど
ういったコミュニケーションができるかが大きなポイントの1つであるという基本アイデアに基づいている。まず、こ
れまでに感じてきたコミュニケーションにおける問題点を振付家と照明家の双方が提起することからスタート
し、その後振付家と照明家が一連のWSをともに経験することで問題点の分析と共有を進めることとなった。
　第1段階では実際に会場となったArtTheater dB神戸における照明構成の基本の考え方を理解し、さら
に新しい可能性をさぐること。次の段階としてまた短い振付を製作し、その照明プランを考え、実際に舞台上
で試演した。これらのWSを通じて相互に伝わりやすい言葉を発見・共有することができ、双方が考え方の
相違点など認識することができた。また進行表を作成する際、解読する際にポイントとなることが見えてきたこと
など、振付家と照明家の双方にとって非常に有益な経験となった。
　今後さらに分析を進めることでより一層有効な言葉の共有を図り、進行表の記載方法を整理し、実践的に
活用していきたい。また他地域のアーティストなどと連携し活動を広げていくことを通じ今回の成果の有効性を
検証したいと思う。言語の通じなさがありました。次回は次年度に開催を予定しています。

塚原悠也
〈View.3 塚原悠也 from contact Gonzoプログラム

  「recorded before forgotten vol. 01」〉
関西学院大学文学研究科美学専攻修了。2006年にダンサーの垣尾優と共に
「contact Gonzo」を大阪にて結成。公園や街中で、「痛みの哲学、接触の技法」

を謳う、殴り合いのようにも見える即興的な身体の接触を開始。contact Gonzoとして、ニューヨーク近代
美術館（MoMA）や、森美術館「六本木クロッシング」や国立国際美術館「風穴」展、山口情報芸術セン

ター（YCAM）などでの現代美術展にも参加。

View.3 塚原悠也 from contact Gonzoプログラム「recorded before forgotten vol. 01」
においては、大阪市内に位置するアートエリアB1において垣尾優「愛のゆくえ」、中間アヤ
カ＆コレオグラフィーズ「フリーウェイダンス」における記録映像を複数のプロジェクターを使
用して展示形式で公開。垣尾優は過去作品やリハーサル映像、中間アヤカは創作過程
の記録映像や衣装を同時に展示し、作品だけでなくどのような過程、作品の連なりの中で
創作がなされてきたかを包括的に見せる展示形式をとった。また、劇場での発表からまだ
時間の経っていない作品の編集なし全編公開という形でのアーカイブの使い方はこれまで
あまりなかったことではないだろうか。

Photo: Lieko Shiga
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育成対象者（参加者）のコメント

　関連イベントとして、両アーティストと、舞台作品の記録映像などを撮影する松見拓也、
京都市京セラ美術館の国枝かつらキュレーターを迎え、舞台作品と記録映像に関する
トークイベントを行い、作家と制作において記録映像の捉え方の違い、使い方の違いなど
を、意見交換した。
　舞台作品は、時系列のなかで様 な々出来事を客席と共有する芸術形態のため（また興
行という側面も有するため）なかなか新しい作品を全編で公開することが少ないが、昨今はオ
ンラインなどで公開をするアーティストも増えてきている。劇場での公演と、記録映像は根本
が異なる体験であるため、両者を切り分けて考えられるためではないだろうか。それによっ
て新たな広報や観客との会話、研究などをより進めることが可能となる。（一方でオンライン
で広く公開する場合、音楽著作権などの問題も出てくることが予想される。）
　高速インターネットや大容量のサーバの存在、クラウド文化などの発展、タブレットの普
及などを考えると、舞台芸術のアーカイビングには新しい映像言語が必要で、主催者とアー
ティストはこれまで以上に記録映像の方向性について意識的であるべきではなかろうか。
たとえばアーカイビング・ディレクターのような仕事枠が重要になってくる。

［view.1 米澤企画］海外のレベルを実感した。貴重な機会だった。

［view.1 ゆざわ企画］初めて一緒に踊ったダンサー同士はもちろんのこと、これまでに共演したことがあるダンサー同
士も新鮮な気持ちでセッションができた。継続を希望。

［view.1 川瀬企画］今の自分の踊りに、言葉にすることや他者の視点も得て、より深く向き合うことができた。

［view.2 照明研究会］振付家・ダンサーと照明家がダンス作品を舞台で上演する際のコミュニケーションを円滑にする
ためのファクターが何かを解明しようと、共同で新しい振付についていろいろな言葉や説明などを試みることができた。

※坂本・森、東野プログラムの参加者コメントは、P90、95に記載

※View.4〈坂本公成、森裕子［モノクロームサーカス］プログラム〉、View.5〈東野祥子［ANTIBODIES Collective］プログラム〉
については、当初ひとつのプラットフォームとして実施予定だった経緯から、運営団体としての質問にもお答え頂いたため、別枠で
P88、92に掲載します。
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View1-① 米澤百奈プロデュース「Japan×Europe「創って踊る」コンテンポラリーダンス vol.1- SHOWING」

View1-③ 川瀬亜衣プロデュース「ステイトメント：ダンサーを記録する」
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［タイトル］

DANCE ARTIST VIEW 2019

［運営］

NPO法人DANCE BOX

［場所］

ArtTheater dB KOBE（兵庫県神戸市長田区久保町6丁目1-1）、
（View.3のみ）アートエリアB1（大阪市北区中之島1-1-1京阪電車なにわ橋駅地下1階）

［開催日・講師・内容］

アーティストが、自らの活動環境や創造活動に今最も必要なことを自ら企画し、自らの価値観・バックグラウンドとは異な
る他者もまきこみながら、表現と活動を前進・展開させるプロジェクトとして、5つの内容を実施。

View.1「ダンスアーティスト 1Day（1Chance）Produce→」（セルフカルチベート企画）
ダンスアーティストが、自らの活動環境や創造活動に、今最も必要だと思うことを自ら企画し、各プランを出し合い3企
画を決定。
◎作戦会議7月6日［土］
◎View1-① 米澤百奈プロデュース
「Japan×Europe「創って踊る」コンテンポラリーダンス vol.1- SHOWING」
ヨーロッパで活躍するダンサーのワークショップを経て、クリエイション＆ショーイングを行った。高校生と若いダンサー
が、世界のダンスシーンをダイレクトに体感・交感する機会をプロデュース。
・ワークショップ
［Aグループ］「10代に習うべきコンテンポラリーの基礎クラス 」 日程：9月15日［日］、16日［月］
［Bグループ／19歳以上］「舞台で活きるテクニックと身体表現クラス」 日程：9月15日［日］、16日［月］、21日［土］、22日［日］ 
・ショーイング 
日程：9月29日［日］（2回公演）
◎View1-② ゆざわさなプロデュース
「The bomb#5 Re: MIX─関西のダンスの今をかき混ぜる─」
振付家・ダンサーたちに、それぞれのバックグラウンドを踊りを通して語り合いながら、出会い直してもらうための場をプ
ロデュース。
日程：10月21日［木］ 
◎View1-③ 川瀬亜衣プロデュース
「ステイトメント：ダンサーを記録する」
ダンサーを凝縮させたソロダンス「ステイトメント」の創作と上演を通して語られる言葉をインタビューや上演を通じて
集め、シンプルな構成の印刷物にそれらを編集し、ダンサーやダンスそのものについて語られる言葉を、広く社会に周
知する。

神戸クリエイティブパートナー実施概要
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日程：10月 参加ダンサー公募開始／11月 ミーティング／12月 上演形態アンケート／12/16 上演パート＠Art 
Theater dB 神戸／1月 参加ダンサーによるステイトメント作成／2月紙面印刷。完成冊子の配布と振り返り

View.2「ダンス留学─照明研究会バージョン─」
日程：7月8日［月］、9日［火］、8月14日［水］、9月9日［月］、11月18日［月］、1月6日［月］
ダンサーと照明スタッフが協働して、照明・空間について実験の場を持ち、照明演出を利用した作品制作のプロトタイ
プを行った。前半は、若手のダンサーの視点からの照明や空間に関する疑問を共有し、意見交換を行った。またダ
ンサーに向けた照明ワークショップを行い、8月以降の自主研究会に向けての実験項目をピックアップした。
ナビゲーター：三浦あさ子andダンスボックス照明班、米澤百奈、いはらみく　

View.3〈塚原悠也 from contact Gonzoプログラム〉
「recorded before forgotten vol. 01」
ダンス作品を中心に上演芸術における「記録映像」に焦点を当てた展示。ArtTheater dB Kobeで上演された公演
（垣尾優『愛のゆくえ』、中間アヤカ『フリーウェイ・ダンス』）の上演時の記録映像や創作にまつわる映像などを展示し、ライ
ブでの上演と映像・アーカイブの関係性について考える機会を作った。
参加アーティスト：垣尾優、中間アヤカ（各アーティストの作品の記録映像とその関連資料映像の展示）　
日程： 
・展示：7月12日［金］－7月28日［日］
・トークイベント「記録映像／撮影、記録、その行方」7月13日［土］
ゲスト：中間アヤカ（ダンサー）、垣尾優（ダンサー）、国枝かつら（キュレーター・京都市京セラ美術館リニューアル準備室）、松
見拓也（写真家・contact Gonzo）

View.4〈坂本公成、森裕子［モノクロームサーカス］プログラム〉
「家具と身体とコンタクト with graf」
クリエイティブ集団graf 製作の家具「Narrative」、「TROPE」とコンタクト・インプロヴィゼーション（CI）のスキルを使っ
て参加者それぞれがグループごとに小作品を作り、最後にショーイングと解説を行った。参加者は公募。
ナビゲーター：坂本公成、森裕子／モノクロームサーカス
日程：7月20日［土］、21［日］10:00－21:00
公開ショーイング：21日［日］19:00　 

View.5〈東野祥子［ANTIBODIES Collective］プログラム〉
「表現者の視点─創作と現実、社会と生活、Work in Progress」
振付家、音楽家などの視点から、オリジナルの創作方法の解説や、コンセプト作り、体験WS、などをシェアしてもらい、
参加者がプロとして活動していく方法を模索するワークショップ。最後にコラボレーションの形態にて、さまざまな手法を
用いて作品作りを行いショーイングを行った。発表後に意見交換を行った。参加者は公募。
ナビゲーター：東野祥子／ANTIBODIES Collective　
日程：7月27日［土］、28日［日］11:00－21:30
公開ショーイング：28日［日］18:00



69「ダンスでいこう!!」2019年度報告書  フリツケカをイクセイする?

［参加者］

View1-① 米澤百奈プロデュースは、12－18歳、及び19歳以上のダンサーを志す人
View.2「ダンス留学─照明研究会バージョン─」は、照明を学びたい学生、若手の照明家、ダンスアーティスト。
それ以外のプログラムは、新進のダンサー・振付家、それを志す人、若手のダンスの現場に関わる人（若手制作者、批
評家など）（計247名）

［運営団体プロフィール］

NPO法人DANCE BOX
1996年発足。拠点劇場〈ArtTheater dB 神戸〉を中心に、ダンス作品のプロデュースやアーティス
ト・イン・レジデンスのほか、新進芸術家の育成として「国内ダンス留学@神戸」（2012－2017年

度）等を実施。劇場もロビーも、日常的に国内外のアーティストや地域の人の出入りが多い。ダンス
アーティストの創造環境を考えると共に、舞台芸術の新しい地域への開き方も探っている。

View.3 塚原悠也 from contact Gonzoプログラム「recorded before forgotten vol. 01」 Photo: Junpei Iwamoto

View.2 「ダンス留学─照明研究会バージョン─」 View.2 「ダンス留学─照明研究会バージョン─」
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2019年度に実施したプロジェクトについて。
なぜこのプロジェクトを行おうとしたか、当初目的に対する成果、そして今後の展望。

舞台作品は様 な々分野のアーティスト、スペシャリスト達との共同作業から生まれるもので、振付家はイメージ、
音、空間、言語などパフォーマンスを成り立たせることを総合的に理解しなくてはなりません。さらに「コンテン
ポラリー＝同時代性」として、どのように世界を見て、いかに固定観念を解く仕掛けを施せるかということも作
品を構築する上で重要になります。「コンテンポラリーダンスにおける振付家育成事業」として、ダンサー・振
付家の視座を広げていくこと、つまり知的なアプローチにもフォーカスを向け、多角的な方向から創作の可能
性について考察できる場を作りたいと考えました。そこで、dumb typeの音楽を担当するなど、常に世界の最
先端を走り続けているコラボレーション巨匠である山中透氏にプログラムのディレクションをお願いし、ダンス、
映像、照明で活躍するアーティストに講師・アドバイザーを依頼しました。
　創作にはひとつの流れとしてのプロセスがあり、作品に繋がっていきます。プログラムでは創作のプロセスに
焦点をおき、作品を完成させることだけに焦点がいかないようにするための工夫を常に検討しました。その成
果もあり、ディスカッション、エクスチェンジが活発に行われ、参加者は自分とは違う視点に目を向け、異なる意
見に耳を傾け、セルフ・リフレクションを繰り返しました。自分にとっての価値基準がはっきりした時にはじめて
異なる意見との対話が可能になります。共同制作において、そういった価値基準の多様性を理解することが
創作の質を高め、新たなものを生み出す可能性を持つことを改めて認識しました。山中氏も参加者が何に向
かおうとしているか、つまり本質を明確にしていけるように、常に対話をすることに時間をかけていました。様々
な問いを投げたり、見ていて重要と思うポイントを示したり、それを可視化し作品に反映させるためにどのよ
うなテクニックが必要かということを考える示唆を与えたりする、いわゆるドラマトゥルグ的な役割です。日本で
は、一人のアーティストが良くも悪くもトップダウンで進め、すべてを背負うカタチでダンス作品をつくることが多
いのですが、一緒に考え、交通整理をするドラマトゥルグとの共同作業の有効性を参加者が認識する機会に
なったのではないかと思います。
　感覚による認識、知覚可能なものなどの情報は、その他の感覚と一体となって身体知となります。政治、環
境、経済システムへの感情、未来への更新と期待や絶望、様 な々レイヤーが現代の私たちの身体感覚の鏡
であり、身体によるパフォーマンス性、表現と平面の関係にあります。身体は生活してきた、また生活している社
会や環境の影響下にあり、決してそれから切り離せません。それぞれインディヴィジュアルな身体の中には、いろ
いろな社会性が詰まっています。コラボレーションしていくこと、他の社会性、バックボーン、テクニックをもつアー
ティストと一緒に作品をつくることは、いまの自身を俯瞰する手段でもあり、それぞれの身体自体がひとつのテク

⑦ 名古屋クリエイティブパートナー

コレクティブ ・探究／創造／構築 2019

運営｜N-mark・アートコレクティブ実行委員会 小池陽子 Photo: 草本利枝
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ニックであるということへの気づきをも与えてくれます。「知ること」、それが「理解」につながります。今回のプロ
グラムに関わった方には「他者を知る=自分を知る」という場面が、少なからずあったと思います。そういう意味
においても貴重な一歩を踏み出せました。
　このようなプログラムは、振付家育成のために欠かざるべきものですが、時間がかかり、地道な作業でもあり
ます。プログラムが行なわれたからといって、性急に状況の改善に結びつくことはありません。どんな場面におい
ても人材が育つにはある程度の時間を要するため、なによりプログラムの継続性が重要となってくるのですが、
このような文化事業に対して行政の理解を期待することは難しく、どんなアイデアを持ってプログラムの継続に
向かうかということが、今後の課題です。

あなたは、どういう振付家を育てたいと思いますか。
また、そうした振付家を育てるために、何が大事だと考えていますか。

ダンスにおいて動きをつけることを、狭義の意味での「振付」と表現することもありますが、このプログラムにおい
ての「振付家」は、ムーブメントの創出・構築だけでなく、空間全体を作品として統合する力、演出力も含めて
の振付家としています。日本において、振付家はダンサーを兼ねていることが多く、それゆえに作品の方向性
がダンス技術に依存してしまうことが多いように感じられます。
　コンテンポラリーとは、同時代性「いま、ここ」ということであるならば、振付家が世界をどう見て、どう切り取る
か、ということも重要なことです。そのために振付家は、トピックに対して多様な視点から考察し、テーマやコン
セプトを導き出し、固定観念を解く仕掛けを創出し、直接的もしくは間接的に何をどのように扱い、表現する
か、そういったことを考えます。世に起こっていることに対する自身の解釈と問いを持ちながら、ダンスによる表
現をアップデートしていくこと。そこが創作ダンスとコンテンポラリーダンスとの違いとも言えます。
　ここで定義したコンテンポラリーダンスにおける振付家の育成においては、ダンス技術を一つのツールとし
て捉え、それ以外の要素にも意識を向けるための知的なアプローチをプログラムに組み込むことが大事だと考
えます。そして、アタマによる思考と身体による思考を常に行き来することを意識していくことも。身体の反応から
も問うてみる。そうしないと過度にコンセプチュアルになってしまって、身体で表現するというダンスの本質が損
なわれてしまいます。
　さらに、作品を演出家や振付家のもとで構築するだけでは、方法やプロセスを考える機会があまりなく、作
品を完成させることだけに意識がいきがちになるので、創作のプロセスにフォーカスし、対話を通して実験を繰
り返すことも大事なことだと考えます。
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山中透［作曲家、プロデューサー、DJ］
平井優子・小池陽子［ダンサー・振付家］
伏木啓［映像作家・演出家］
福井孝子［舞台照明家・舞台照明デザイナー］
武藤勇［美術家・キュレーター］

プロジェクトのクリエイティブ・ディレクターを担当する山中透は、1984年－2000年までダムタイプの音楽監督を務め、美術、演劇、
ダンスといった既成のジャンルにとらわれず、あらゆる表現の形態を横断するマルチメディア・アートで海外の様 な々カンパニーや
フェスティバルに関わっているコラボレーションの巨匠。インタープリターには、国内外で振付家・ダンサーとして活躍する平井優
子、小池陽子、さらに名古屋を拠点に国内外で活躍する映像作家・演出家の伏木啓、舞台照明家の福井孝子が講師を担当。

プロジェクト運営N-mark代表の武藤勇は、アドバイザーとして参加者をサポート。

育成における一番の目的は、コンテンポラリーダンスにおいて、多種多用な側面から音楽との関係性を考察
し、舞台芸術の可能性を共有してもらうことです。そのために以下のようなアプローチを試み、これらの作業を
通して、作品強度を高める方法を参加者自身が発見してもらう事を期待します。 
・参加者は音楽家である私と様 な々ツールを通してコミュニケーションをし、自分の作品の中で音楽をどのよう
に位置付けられるか、という課題を探求する。
・参加者に様 な々音楽的アプローチを提供し、各自の作品性を高めてゆくことを試みる。
・音楽言語と舞踊言語の違いをどのように翻訳しうるか?という課題を通して他の分野、照明、映像、舞台美
術等との関係性を考察し、さらに自分の作品の中にどう位置付けられるかを考察する。 
・参加者は提供された音素材や、自ら探し出し、創造した音響素材をそれぞれが様 な々視点で再構築する。 
　限られた時間の中で、数多くの課題に参加者達はよく耐え、作品の発表まで進められたのは非常に良かっ
たと思います。何度も何度も行ったり来たりをして自分の作品を再考して貰い、その中で様 な々表現が生まれ、
可能性を全員が共有できたと思います。
　今回、最後に発表して貰った事はそれ自体有意義であると思いますが、この発表が最終目的では無いこと
を理解して欲しいです。ここから生まれた何かを参加者の皆さんが大切に次の表現に繋いで頂きたいです。
（クリエイティブ・ディレクター 山中 透）

講師・アーティストからの報告

［運営団体プロフィール］

N-ｍark 
新しい表現を自由に発表できるアートの環境を整え、 名古屋を軸にアートのネッ トワークをつなぐこと
を目的に1998年から活動を開始。2003年ミーティンクキャラバンを企画 し、ミーティングしながら日
本全国縦断。2005年その記録をBankART1929から出版。現在クリエイターのシェア・ビルディング
「長者町トランジットビル」や「黄金4422BLDG.」で、ビジュアルアートの展示等を展開している。
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多彩なジャンルや様 な々価値観を持つダンサーやアーティストの方 と々クリエイションできたことは貴重な経験だった。
私自身が社会に発信したい創作テーマを衣装や動きとして、公演内容に加えてもらえたことは嬉しかった。（有田有紀）

作品を創作し社会に対して発信し続けることが私の人生の目標であり、これまでダンスという枠内で作品を創ってきた
殻を破りたく、より多角的な視点からの作品創りを学ぶため、このプログラムへの参加を決めた。今まで出会ったことの
ない感性や思想をもった参加者と議論しながらの創作過程はとても刺激的だった。狭い世界で生きてきた自分の視野
を大きく変えてくれたターニングポイントとも言える貴重な時間となった。（井戸田莉菜）

クリエイションタスクをグループワークで進めるプロセスは、「船頭多くして船山に登る」という諺を痛感する日々 だった。
又、映像や照明を使ったクリエイションワークショップが興味深かった。（夜久ゆかり）

私にとって日常に溢れている音をひろい、それを音源として楽曲を作り振り付け作品としていくことははじめての体験で
あり山中さんだからこそ提案できるものであった。それを経験することで、巷にある楽曲を使わなくても、自分で作り上げ
ていくことができるもので、また参加者と意見を交換し擦り合わせていくことで、作品として形にできた。毎日、自分たちで
作品を試作し、人に見てもらい、意見交換を行うことで、自分の考えも整理することができる。迷いの境地に入ることも
あり、思考錯誤することが、自分を高め、作品というものに近づけるのでは。また専門家の講師の皆様のWS は大変中
身の濃いものだった。これらすべてを生かしていくことができるであろうかと思うほど、学ぶものは多かった。これからも意
欲的にチャレンジし学ぶことをし続けたい。（玉谷ゆかり）

育成対象者（参加者）のコメント
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［タイトル］

コレクティブ ・探究／創造／構築 2019

［運営］

N-mark・アートコレクティブ実行委員会

［場所］

黄金4422 BLDG.（愛知県名古屋市中村区長戸井町4丁目38）

［講師・アーティスト］

クリエイティブ・ディレクター：山中 透、インタープリター：平井 優子・小池 陽子、講師／アドバイザー：伏木 啓・福井 孝
子、特別ワークショップ講師：ANTIBODIES Collective

［日程・内容］

コンテンポラリーダンス作品を創りたい方を対象に、実践や座学を通して多角的に「学ぶ」「試す」「上演する」までの
一連のプログラムを行う。ダンス・音楽・映像・美術など異ジャンルのアーティストがそれぞれの分野を知り、交流し、共
に模索しながら舞台作品を作り上げることで、先駆的・ 独創的な舞台芸術の創作に繋がることを目指した。
①基礎プログラム／9月12日［木］－16日［月］
身体・論理・技術の3方向からコンテンポラリーダンス作品創作における基礎的なことを学び、参加者それぞれがコン
セプトを持ち寄り作品を創った。単発参加可能なワークショップも開催。
・ワークショップ『パフォーマンスのための明かり』講師：福井 孝子／日程：9月14日［土］
・ワークショップ『身体と映像―パフォーマンスにおける身体表現』講師：伏木啓／日程：9月15日［日］
②応用プログラム／10月20日［日］（連携ワークショップ＆ショーイング）・10月26日［土］－30日［水］・11月11日［月］－13日［水］
参加者が創作作業の過程で他分野のアーティストとのコミュニケーションの方法を探り、次に繋がるものを見出していく
プロセスを経験。フィードバックを重ねながら、各自のアイデアを具体的な作品にまで発展させていった。また、ホールで
の照明や音響を使った演出方法や効果のリサーチや、連携プログラムとして ANTIBODIES Collectiveによるクリ
エーション・ワークショップを開催。
③実践プログラム（成果発表ショーイング）／11月15日［金］－17日［日］
最終成果として全体を一つの作品にまとめ、ショーイングを行った。

［参加者］

井戸田莉菜（ダンサー／ジャズ・コンテンポラリー、20代、愛知県）／有田有紀（美術家／パフォーマンスアーティスト／藺染・草
木染工芸、30代、熊本県）／小針京子（ダンサー、20代、愛知県）／玉谷ゆかり（ダンサー／コンテンポラリー、50代、東京都）
／鳥居舞羽（ダンサー／クラシックバレエ・コンテンポラリー、20代、兵庫県）／門戸大輔（システムエンジニア／コンタクトインプ
ロバイザー、40代、京都府）／夜久ゆかり（ダンサー／コンテンポラリー、50代、愛知県）／矢藤智子（コンテンポラリーダンス／
舞踏に興味、30代、京都府）／渡邊智美（ダンサー／コンテンポラリー・バレエ／ナゴコン主宰、30代、愛知県）（計9名）

名古屋クリエイティブパートナー実施概要
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2019年度に実施したプロジェクトについて。
なぜこのプロジェクトを行おうとしたか、当初目的に対する成果、そして今後の展望。

作品創りにおいて、音楽や照明、衣裳等には専門の知見と技術をもつ人材が必要であることは、だれしも了
解するところでしょう。一方、ダンサーのヘルスケアやコンディションは自己管理に委ねられている状態であり、
必ずしも適切に取り組めているとはいえません。
　日本のコンテンポラリーダンス界では、振付家は振付を提供するにとどまらず、作品創りや公演実現におい
て大きな役割を担っているといえます。その振付家の視野に、ヘルスケアの専門家の存在と可能性を伝える機
会をもちたくプロジェクトに参加しました。
　企画としては、いずれかのプラットフォームのプログラムの一部として、実践的にヘルスケアを体験または活
用いただくことを想定していましたが、まず初年度は、芸術家のくすり箱の提供しているプログラムを、振付家
育成の企画を行う方 に々知ってもらうためのプレゼンテーションとして実施することになりました。
　予算、時間、場所が限られているダンスの現場で、いかにヘルスケアというコンテンツを馴染ませていける
か、課題は多 あ々るとしても、それぞれの場での目標をシェアしつつできることから取り組むために、協働してい
きたいと考えます。
　効果やメリットを体感いただけるデモンストレーションを通じて、“諦めているもの”から“検討すべきこと”に
なったのではないかと手ごたえを感じています。
　日本各地で活動する方 と々コンタクトできる機会を作っていただいたJCDNさんに心より御礼申しあげます。

あなたは、どういう振付家を育てたいと思いますか。
また、そうした振付家を育てるために、何が大事だと考えていますか。

振付家が作品を創りあげるうえで、ダンサーがもてる力を発揮し自由に表現できるコンディションであることは、
重要であることはいうまでもありません。
　怪我や不調はもとより、コンディショニングやトレーニングについての専門家が、その助けとなることを認識し、
振付家が望むダンサーの在り様を共有できるようになっていくことが理想です。

⑧ 創造環境パートナー／ヘルスケア

パフォーマンスのためのヘルスケアピット

運営｜NPO法人芸術家のくすり箱 小曽根史代 Photo: 草本利枝
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岩井隆浩
大学卒業後、柔道整復師、鍼灸マッサージ師免許を取得。整骨院・整形外科・鍼灸院にて臨床経験を積む。
カナダ・トロントへ治療師として留学。帰国後、麻布十番にループル治療院を開業。現在は、ストリートダンサー
としての活動と並行して、ストリートダンス、バレエ、コンテポラリーなどトップダンサーの公演にトレーナーとして帯

同し、厚い信頼を得ている。NPO法人芸術家のくすり箱理事、株式会社Nomadiculture代表取締役社長。

この度は、「ダンスでいこう!」において、ダンス現場に関わる医療者として発表させていただきありがとうござい
ました。コンテンポラリーダンス業界に精通する方 に々直接お会いして活動を伝えることができて大変有意義
な時間となりました。治療家が単独で動いていくのではなく、芸術家のくすり箱を通じた医療従事者の連携
が、ダンス現場で様 な々成功例を生み出していくことができると考えており、講義とデモンストレーションで短い
時間でしたがお伝えしました。
　講義の中でお伝えした事例をご紹介します。一般的な病院でオペも視野に入れなければならないと診断さ
れた変形性股関節症のトップダンサーが、芸術家のくすり箱のチームが関わり、トレーニングと意識を変えてい
くことにより、オペをせずとも回復し、無理だといわれた舞台に問題なく出演して無事幕がおりました。これは、
さまざまな職種が連携したチームだからこその成果そのものだと考えます。無理にでも出演できれば良いので
はなく、医科学に基づいた理に適った診断、治療、トレーニング、コンディショニングなどが、適宜組み合わさ
り、そしてダンサー自身が納得したうえで実行したことによって、本来持っている実力が発揮される素晴らしい
舞台が実現しました。予防とセルフケアの啓蒙、そしてパフォーマンスそのものの向上がダンサーの人生を変
えていくと思います。今後は振付家との連携なども図ることにより、作品のパフォーマンスや再現性をあげること
にも寄与していけると考えています。ダンサーや関わる全ての方々が心身における知識を吸収していく中で、共
通言語によってコミュニケーションの質が上がり、振付けの理解度も深まることで、結果的にダンサー寿命を
伸ばすことにも繋がります。このような活動が社会に広く届いていくことで、芸術の価値が再認識されて、これま
でよりもさらに必要とされる存在になっていくことを望んでおります。

講師・アーティストからの報告

育成対象者（参加者）のコメント

ストレッチする際の気づいていなかったコツを知ることができて有意義だった。（俳優・ダンサー）

プログラムを導入する場合の費用を知りたい。（他プラットフォーム運営者）

これまで手探りでやってきたことが、正しいということが確認できて安心した。（他プラットフォーム運営者）

ヘルスケアは、やってもらうだけでなく自分で改善する力をつけるということが重要ということに同感。（他プラットフォーム運営者）

Photo: 草本利枝
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［タイトル］

パフォーマンスのためのヘルスケアピット

［運営］

NPO法人芸術家のくすり箱

［場所］

京都芸術センター（京都府京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2）

［実施日］

3月15日［日］

［講師］

岩井隆浩（芸術家のくすり箱理事、麻布十番ループル治療院 代表）

［内容］

ダンス作品を創り、上演するうえで、ダンサーがベストコンディションであることが望ましいのはいうまでもないが、その管
理は個々人に任せられている。芸術家のくすり箱の公演ヘルスケアサポートは、ダンサー個人だけでなく振付家や制
作者等と治療師やトレーナーが連携すること、さまざまな職種（医師、理学療法士、治療師等）が、怪我のケアだけでなく、
踊るためのカラダつくりの役割を果たすことでベストコンディションに導くことを目指している。多くのコンテンポラリーダン
スの公演を統括する立場にある振付家やその育成に携わる方に、その活用について実例を紹介すべく、1）ダンサー
だからこその特徴をふまえた治療デモ、2）セルフケア方法の演習、3）個別セッションを行った。本プログラムは、「ダン
スでいこう!! KYOTO Meeting」の一環として実施。

［参加者］

※新型コロナウィルス感染拡大予防のため、一般受講者受付中止
セミナーは、「コンテンポラリーダンス・プラットフォームを活用した振付家育英事業『ダンスでいこう!!』の各地のプラット
フォームの企画者および関係者に対して実施。振付家を育成､養成する企画を立案する者を中心に、ダンサーや劇
場等施設マネジメント対象者に向け発信した。（計30名）

［運営団体プロフィール］

NPO法人芸術家のくすり箱
医師、理学療法士、鍼灸マッサージ師などの治療の専門家や、アスレティックトレーナーやピラティ
ストレーナー、管理栄養士など、ダンサーのパフォーマンスの向上に役立つヘルスケアの専門家
をネットワークするNPO法人。ダンサーや俳優等アーティストの本番での活躍をサポートすべく、
セミナー開催や公演帯同など行っている。

創造環境パートナー／ヘルスケア実施概要
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2019年度に実施したプロジェクトについて。
なぜこのプロジェクトを行おうとしたか、当初目的に対する成果、そして今後の展望。

ダンスフェスティバル「Dance New Air」を2015年に法人化した際、フェスティバルを共催しているシアター・イ
メージフォーラム内に事務所を置くことになった。この縁で、イメージフォーラム映像研究所が毎夏に開催して
いるサマースクールのプログラムにダンス要素の内容を加えることになり、「ダンス映像撮影ワークショップ」を
2017年からスタートさせた。
　企画の発端は、以前、コンペティションの第一次審査で多くのダンス映像作品を審査する機会に、その映
像レベルのばらつきに驚いたことがきっかけである。また、海外の振付家に「日本は、スペックが高く安価な機
材が手に入る環境があるのに、十分に使いこなしている人が少なくてもったいないね」と言われたことも思い出
した。ちょうどYouTube、Instagramに加え、スマートフォンの映像用アプリも増えてきた時期でもあり、映像を
うまく自身の活動の広報に使う人が増えてきたタイミングでもあった。
　講師は創作力と技術的知識とのバランスがとれていて、尚且ダンスにも精通している必要がある。検討した
結果、振付家・ダンサーでもある映像作家の吉開菜央氏にお願いすることが決まった。吉開氏は日本女子体
育大学で舞踊を学んだ後、東京芸術大学大学院映像研究科に進学。代表作の「ほったまるびより」は、文化
庁メディア芸術祭で受賞している。
　2017年から毎年夏に1度の開催で、2019年が3回目。今回は「ダンスで行こう!」へ参加することで、より広く
ダンス関係者の参加を促せることを期待したが、長年イメージフォーラムが開催している枠組ということもあり、
参加者12名の内、ダンス関係者は半分にも満たないことはこれまでと同様だった。多くは映画、映像に関心の
高い、イメージフォーラムによくアクセスする層で、年齢の幅は20才から60代まで。実際に劇場でダンス作品を
観たことがない参加者も数名あった。しかしダンスを被写体とすることへの期待は高く、積極的な参加だ。
　実践を重ねるごとに更新点があることから、講師は連続して吉開氏に依頼している。毎回1日目は導入と
して、ローザスをはじめとする様 な々ダンスフィルムやダンス的な感覚が内包されている映画、映像、そして吉
開氏自身の作品を鑑賞。身体の動きを「観ること」「撮ること」「編集すること」について考えさせる時間をつく
る。2日目は参加者自身が動くワークショップを行い、その延長線で「振付」「振り付けられること」「自身の動き」
「人の動き」に深く入り込んでいく。2日目後半から3－4名のグループに分け、吉開氏の振付を各参加者が覚
え、それを撮影する基礎を学ぶ。3日目は全時間を撮影にあてた。最終日はそれぞれ3分以内に編集したもの
を順次発表、それに対しての講評と意見交換を行った。
　2017年、2018年の開催時は、吉開氏が振り付けたものをプロのダンサー数名に踊ってもらい、その様子

⑨ 創造環境パートナー／ダンスメディア

「ダンスを撮る!」ダンス映像撮影ワークショップ

運営｜（一社）ダンス・ニッポン・アソシエイツ 宮久保真紀 Photo: 草本利枝
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を撮影したのだが、今回はWS参加者自身に振付、自分でも踊ってもらい、撮影もするという内容に変えた。こ
の方法は出来上がった作品に顕著に表れた。振付内容（動き、流れ等）をわかった上で、撮影・編集している
ことで、踊っている時の感覚が撮影時に生まれたのだろう。前回、前々回では、動きがぶつ切りされ編集され
ていたものが多かったことに比べると、振りの流れを重視したものや、特定の動きに強く焦点をあてた内容の
ものなどの特徴が見られた。
　劇場で作品を楽しむことがいつ日常にになるか分からない今、さらに映像でのアプローチが増えるだろう。
一つのダンス作品として、踊っている身体のみならず、その背景、新たな視点を加えたダンスの魅力を伝える
アーティストをこのワークショップを通して引き続き育成し、コロナ禍を契機に、他国に比べてダンスフィルムの
地盤がない日本から、より多くのダンスフィルムアーティストが生まれてくることを切に願う。

あなたは、どういう振付家を育てたいと思いますか。
また、そうした振付家を育てるために、何が大事だと考えていますか。

コンテンポラリーダンスの振付家は、総合芸術であるダンスの創作者として「振りを付ける」以外の要素をいか
に持っているかが重要だ、と私は考える。全てを自身で行うという意味ではなく、表現者であるダンサー・出演
者の選択はもちろんのこと、いかに作品に必要な力を持った人を仲間に入れられるかということ。自分が気づ
いていない、足りていない要素についてサポートしてくれる人やモノは、小さい世界の中だけでは見つけること
は容易ではない。
　私たちを刺激してくれる作品を創作するアーティストは、日常からたくさんのモノゴトをインプットし、蓄積して
いる。アーティストの素地として、関心の幅が元々広いのかもしれないが、多様な社会と結びついている。その
作品を通して見えてくるものは、例えば表面は楽しげなものに包まれていても、その奥に社会への鋭い視点が
内在し、観ている側にその問題を気づかせてくれる。
　作品の要となる種をどのように見つけ、それをどのように育てていくか。そこにどのような栄養素を加え、花開
かせ、実らせるのか。実ったものをどのように届けるのか。方法は一つではなく、おそらく私たちの生きているこ
の社会にヒントがたくさんあるはずだ。
　「振付家育成」という言葉自体は一方的に感じる人も多いと思うが、この企画のように様 な々地域で、多くの
手法から、気づきへの道筋をつけることの意義は大変深い。

育成対象者（参加者）のコメント

ダンスを撮る!というタイトルから想像していなかった内容だったが、様 な々視点を持つことに役立った。

最終課題の後にもう一度リベンジ撮影ができれば、イメージに近い作品に仕上がったのではないか。

映像を撮ることが目的だったが、コンテンポラリーダンスにも興味が湧いたので、積極的に作品を観たいと思う。
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［タイトル］

『ダンスを撮る!』ダンス映像撮影ワークショップ

［運営］

一般社団法人ダンス・ニッポン・アソシエイツ

［場所］

イメージフォーラム（東京都渋谷区渋谷2-10-2）（8/29、9/1）
HATCH!! 渋谷スタジオ（東京都渋谷区渋谷3-6-2 第2矢木ビル B2F）（8/30、8/31）

［実施日］
8月29日［木］－9月1日［日］

［講師］

吉開菜央

［内容］

自身の身体を見つめ直し、自ら踊ってみることから得られた感覚を、撮影・編集に反映することに挑戦。本来ダンスは、
肉体の動きを他者の身体に伝播させ、心理的な動きとも結びつけて伝えることのできる芸術とされてきたが、それはまさ
に「映画」「映像表現」そのもの。4日間を通して、対象を魅力的に捉え、表現する視点や編集方法にも迫った。
〈1日目〉映像における「ダンス」を考える／〈2日目〉自分で身体を動かしてみる、即興ダンスのワークショップ
〈3日目〉踊る身体を撮影してみる／〈4日目〉上映・講評

［参加者］

ダンサー、振付家、ダンス映像撮影に関心の写真家、映像作家（計12名）

［運営団体・講師プロフィール］

（一社）ダンス・ニッポン・アソシエイツ 
2002年から東京・青山にてダンスビエンナーレ／ダンストリエンナーレ／Dance New Airを継続
開催してきた実行委員会が、2015年に設立した組織。2年に一度開催する国際ダンスフェスティ
バル「Dance New Air」のプロジェクトを中心に、ダンス・アートにまつわる様 な々事業を展開して
いる。http://dancenewair.tokyo

吉開菜央
映画作家・ダンサー・振付家。主な映画は『Grand Bouquet』（カンヌ国際映画祭監督週間2019正

式招待）、『ほったまるびより』（文化庁メディア芸術祭2015エンターテインメント部門新人賞受賞）。MV
の監督、振付も行う。米津玄師MV『Lemon』では出演・振付を担当している。

創造環境パートナー／ダンスメディア実施概要

Photo: Natsuki Kuroda

Photo: Yulia Skogoreva
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⑩ 創造環境パートナー／ダンスヒストリー

歴史を知ってダンスを深める

運営｜ダンスヒストリー・スタディーズ 芳賀直子

2019年度に実施したプロジェクトについて。
なぜこのプロジェクトを行おうとしたか、当初目的に対する成果、そして今後の展望。

私はバレエ史中でもバレエ・リュス、バレエ・スエドワという内容から見て現在だったとしたら「コンテンポラリー
ダンス」と呼ばれる存在を研究しています。そうした当時の最先端を研究するために見始めたコンテンポラリー
ダンスですが、実際作品を見たり、ダンサー、振付家と話していて彼らに関心がないわけではないものの歴史
に触れる機会が全くといいほどない事に気が付きました。自らは「新しい」「誰もやっていない」と思って試みた
ことが過去にすでになされている事を話すと知らなかった、という事が何回もあったのです。
　もちろん、ダンスは必ずしも「新しい」「誰もやっていない」事をし続けるべきだと考えているわけではありませ
ん。知識はクリエイションを助ける部分があると確信しています。また、日本ではこれは極めて少ないのですが、
過去の作品をイメージソースとして、そこから新しい作品が生まれるという事はもう少しあってもいいと思ってい
ますし、そこにも大きな可能性を感じています。そのような考えからバレエ史から始まるダンス史をお伝えしたい
と考えました。
　成果としては正直なところ、すぐに出てくるものは極めて少ないと考えています。クリエイションの中でふと思い
出したり、改めてその歴史的な事象や作品を調べたり思いおこしたりすることでは必ず何らかの力にはなるも
のではあります。
　今後の展望ですが、今回は2か所で人数も合計しても50名弱と少ないものでした。もう少し多くの人に伝え
られるように、また最初の関心をもっていただくきっかけ作りについては工夫が必要だと思っております。です
が、参加者の方たちには大変好評をいただいており、丁寧に続けて伝えていくことで多くの人に力になると確
信しております。これは制作者、実作者、ダンサー、観客すべてに伝えていくべき内容だと考えております。

あなたは、どういう振付家を育てたいと思いますか。
また、そうした振付家を育てるために、何が大事だと考えていますか。

私は自分が作ることなしに生きていけない振付家を想定しておりますが、そうした人達が育つためには豊な土
壌が必要だと思っております。その土壌の一つには知識が含まれている事は日本ではとりわけ軽視されてきた
ように感じております。歴史を伝える事でそこを補う事ができたらと思っております。
　ただ、これまで優れた振付家を次 と々生み出すことができたカンパニーは唯一バレエ・リュスだけです。バレ
エ・リュスを率いたディアギレフの教育のたまものですが、それは一流の音楽フェスティバル、演劇フェスティバ

Photo: 草本利枝
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ル、そして美術館、歴史ある町、国に見込んだ人物を連れて行き、体験させ、考えさせるという真似するには
なかなかハードルの高い形で与えられたものでした。現在そうしたことが必要だと伝え、個々人でできうる限り
で接してもらう、その上で歴史を伝えることが助けになればと思っております。

育成対象者（参加者）のコメント

ダンサーは踊ることが楽しく、なかなかダンス史の勉強まで手が回らないというのが実情ではないかと日頃から感じている。この機
会に、「ダンスヒストリー・スタディーズ」での芳賀さんのお話を聞けて、ヒストリーを知ることに興味が湧いた。特にバレエ・リュスのこ
とはもっと知りたいという欲望を掻き立てていただいた。歴史の見方も切り口によってどんどん印象が変わるのだと実感した。またど
の時代も、ダンスは社会からの影響を受けて変わっていく、そして社会にも影響を与えているものなのだと、お話を聞いていて改め
て認識した。知っていた名前や作品が歴史の流れの中でしっかりと結びつき、身についた実感がある。ぼんやりとしていた線が、
はっきりとした輪郭となり、さらに色がついた感覚。（ダンサー・振付家）

より深く他のことも知りたくなった。ダンスと社会の動きについての関心も持てるようになった。誰も知らない細かい情報や、見た事
なかった資料や、知らなかったエピソードが盛りだくさん聴けて、得した気分だった。奥の深い研究というものに触れる面白さを
感じた。
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［タイトル］

歴史を知ってダンスを深める

［運営］

ダンスヒストリー・スタディーズ

［日程・場所］

神戸会場：12月11日［水］ ArtTheater dB KOBE（兵庫県神戸市長田区久保町6丁目1-1）
京都会場：3月15日［日］ 京都芸術センター（京都府京都市中京区山伏山町546-2）

［講師］

芳賀直子

［内容］

ダンスを実際に踊り、振付ける人達、公演やプロデュースに関わる人達でも自らが関わるダンスについての歴史を知る
機会は日本においては極めて少ない。そうした環境を整備すべくレクチャー形式で歴史を伝え、質疑応答で疑問に答
えた。

［参加者］

ダンサー・振付家、制作者、批評家、学芸員、その他（計49名）

［運営団体プロフィール］

ダンスヒストリー・スタディーズ
芳賀直子／舞踊史研究家。専門はバレエ・リュス、バレエ・スエドワ。明治大学大学院文学部演
劇学専攻博士課程前期修了。各種媒体への執筆活動と共に、そのエレガントでアグレッシブな
独特の語り口による講演の人気も高い。著書に『バレエ・ヒストリー～バレエの誕生からバレエ・
リュスまで』（世界文化社）等多数。大正大学客員准教授、新国立劇場バレエ研修所、K Ballet 
TTCにてバレエ史を担当。

創造環境パートナー／ダンスヒストリー実施概要

Photo: Koh Miyaji
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2019年度に実施したプロジェクトについて。
なぜこのプロジェクトを行おうとしたか、当初目的に対する成果、そして今後の展望。

コンタクト・インプロヴィゼーション（以下C.I.）は周知のように「身体と身体のダイレクトなコンタクト」とダンス的
見栄えよりは「内観」を重視する試みで、1972年に始めてその言葉が生まれ、90年代のヌーヴェル・ダンスの
隆盛に貢献するなど、ダンス史的にも大きな役割をコンテンポラリーダンスの中で担ってきたメソッドである。
C.I.の裾野も広く、社交ダンスの様に一般の人々が入り乱れて開催されるジャム・セッションもあれば、舞台作
品の中で活用されている要素でもある。当初のプログラムでは、振付家として成長していくに当たってC.I.や
パートナーリングを全般的に学び、最終的に即興によるショーイングを行う事で「他者の身体」の構造的、運
動的理解を促進すると共に、「即興」という場に於いて如何にクリエイティブに振る舞うとはどういうことか? に
焦点を当てて開催する予定だった。が、Dance Boxでの2日間での開催へと規模、時間が縮小される事で
当初の目的は捨てて、「家具とコンタクト」、すなわちモノとコンタクトするというプロセスを通して作品を作り出
すプロセスを体験して貰い、モノが人から引き出してくれるアフォーダンスを如何に見出していくかに焦点を当
てた。家具を提供してくれたgrafというデザイン集団には「Narrative」という生活の中に物語を生み出すとい
う従来の発想の家具と「TROPE」という生活の中で創造力を発揮するトリガーとして家具が存在するというシ
リーズがあり、その両シリーズを取り組む対象として提供して貰い、「家具」という日常的に最もコンタクトしてい
る道具をどう改めて知覚し直すかという観点を問うWSとした。

あなたは、どういう振付家を育てたいと思いますか。

今の日本の状況ではソロダンスで成功するダンサーは少しはあっても、ダンスカンパニーを率いて成功してい
る振付家、（ダンスカンパニーや振付家という概念自体も揺れ動いているとはいえ）それで作品の上演だけで成立し
ているカンパニーは稀なので、是非カンパニーを率いて、海外の作家と対峙していける様な作家が育てばと
思っています。しかし、現状と同じ様な振る舞いでとは必ずしも思っていません。

また、そうした振付家を育てるために、何が大事だと考えていますか。

全部です。上記の想いとは別に、日本ではダンス教育が軽視されている現状があり、隣国の韓国やこれから
台頭してくるであろう中国とはダンス教育の広がり方が相当に違います。だから、まず大学を出たてで、ダンス

番外編① 京都クリエイティブパートナー

家具と身体とコンタクト with graf

運営｜（一社）ダンスアンドエンヴァイロメント 
　　　坂本公成、森裕子［モノクロームサーカス］ 左. 森裕子  右. 坂本公成｜Photo: 草本利枝
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を続けよう、更には作家になりたいという方には特別な支援策なども必要なのだと思います。
　そして「現場」が必要です。若手の方々が活躍できる場が2010年代以降目減りしていっている一方なので、
しのぎを削って場数を踏む。そういう場が増えることが必須だと思います。一方でこれまでの戦後の日本の舞
台史を観ていても、メインストリームと思われていたところから次代が現れるとは限らず、思わぬ意外なところか
ら新しいアーティストが現れる。そんなものかなとも考えています。

アーティストが考える、振付家の育成方法のポイント

先ずはやはりそのダンサーの「クリエイターになりたい」という欲求の度合いを見定める事。次にコンテンポラ
リーダンスの場合、そのクリエーションの方向性は様 な々ので、それぞれの方向性を見定めつつ、また当人が
無自覚、もしくは曖昧な領域があればそれをできるだけクリアーにしてあげつつ自身にあった方向性に、良い意
味でリードしていくこと。

実際に行ってみてどうだったか。期待することなど

「家具とコンタクト」という括りがあったので比較的リーディングし易かった点もあるが、Dance BoxでのWSと
Kyoto Meetingの京都芸術センターを会場としてのWSでは、床がリノリウム貼りなのとフローリングという違
いだけで、随分違う内容となるデュエット参加者もいた。空間の持つ特性をも感じる良い経験になったと思う。
デュエットやトリオでの参加者は、相互にヴィジョンが異なったりしていて、その点を擦り合わせていく事に随分、
腐心する事にもなったようだ。神戸、京都、以外に名古屋でのプログラムにも参加していたダンサーがいて、自
分にふさわしいアプローチを見出したようで、やはりこういう育成の場でも切り口が様 に々異なるので場数を踏
むという単純な事が大きく作用するようにも感じた。

［プロフィール］

坂本公成＋森裕子［Monochrome Circus］
1990年結成。京都を拠点に活動し、来年で30周年を迎える。「身体と身体での対話」に関心
を持ち、作品創作からWSまで幅広く活動している。国内各地を含め世界17カ国70都市以上で
公演やWSを行なっている。代表作にgrafとのコラボレーション『TROPE』や核の問題を扱った
『HAIGAGURU』などがある。坂本がプログラムディレクターを務める「京都国際ダンスワーク
ショップフェスティバル」は今年度25周年を迎える。

graf 
大阪を拠点に、家具・空間・プロダクト・グラフィックのデザインから食、アートにわたってさまざまなク
リエイティブ活動を展開している。
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育成対象者（参加者）のコメント

［京都より］

建築設計とダンサーをしていることから、双方の立場から空間と身体の関係をデザインすることに興味があり、家具と身体とコンタ
クトWSに参加した。「どの家具を選ぶかで、作品の運命とフレームが決まる」という、坂本さんと森さんの言葉を存分に体感する
WSだった。3日間という短いクリエーションではあったが、家具と触れあうことから始まり、そのなかで発生する動きの可能性をアウ
トプットし、編集と操作を加えながら作品に仕上げた。
　それぞれのチームのクリエーションを見ながら感じたのが、家具、身体、空間、配置、時間、解釈、などによって、生み出されるテー
マは無限にあるということだ。これらの貴重な経験と身体感覚を、自身の活動にもフィードバックしていけたらと思う。（竹ノ内芙美）

「存在そのものやそれ自身の姿形ではなく、周りの空間やそこにいる人たちの動き・関係性に変化を与えるもの。」それが私の考え
る家具の本質です。このWSでは、ただのオブジェクトや舞台の小道具ではなく「家具」であるということをどう表現できるかを意識
した。そしてこのWS期間を通して二つのことに気づいた。
　まず、家具とダンスとの共通点について。ダンスではその人の身体の動きに注目しがちでつい忘れてしまいますが、ダンスにもま
た空間に変化を与えるという側面がある。そのことに気がついたとき、ダンサーの動きによって作られる周りの空間に目が行くよう
な踊りを観たときの興奮を思い出してわくわくした。そしてその類似点を大切に今回の振付に活かそうと考えた。      
　次に他の人と作品を作り上げていく楽しさを改めて強く感じた。ペアでワークを行ったので、自分では思いつかないような新し
いアイデアや視点を共有し、さらに発展させていくことができた。
　まずは動いてアイデアを探すことも多いけれど、思考することが大切であることも痛感した。お陰で自分一人では完成しなかった
作品に仕上げるという、ペアワークの良い面をしっかりと経験することができました。今回のWSでは踊りを通して表現したい、伝え
たいコアの考えをきちんと持っていることが重要なのだと学んだ。（井場美穂）

私は、システムエンジニアとして営利企業で働いていたが、コンテンポラリーダンスの経験はまったくなかった。友人に紹介しても
らって、坂本公成、森裕子の開催している一般市民向けコンタクトインプロビゼーションの定期ワークショップに2018年より継続的
に参加している。（京都では）極私的な領域の体験を他者に向かって開く、といった実験がうまくいったのかどうかわからないけれ
ども、自分なりの方法を見つけることはできた。これは個人的に大きな成果である。
　今回、一連のワークショップに参加する中で、コンテンポラリーダンスの創作プロセスは企業活動におけるインキュペーションの
プロセスに似ていると感じた。人材の高齢化が進む中、創発性をどのように活性化させるか、日本の企業は大きな課題を抱えてい
る。イノベーションが起きにくい環境は、企業だけではなく、社会全体にも共有される課題である。今回2地域のコンテポラリーダン
スのプラットフォームを運営している方 と々お話する機会を得たが、かれらこそ創発性を活性化させることについて熟知した人 で々
あると感じた。コンテンポラリーダンスのワークショップを、新しい価値を生み出していくための教育的コンテンツとして捉えることに
よって、より規模の大きい事業へと捉えなおしていくことは可能であるように思われる。（門戸大輔）

実施概要　
［神戸］P68を参照
［京都］P21を参照
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なぜこのプロジェクトを行おうとしたか

・表現する者に対し、個々の持っていた表現に関する概念を覆し、その場を自身の力で創造し、確信を持っ
てその場に立ち、観るものを魅了する力を養ってほしいという想いで創作Workshopを企画した。
・振付家・ダンサーのみならず、その他のジャンルのアーティストにも舞台作品が持つ表現の可能性を感じそこ
で何かを見つけて表現の糧にして欲しいと、幅広く公募した。普段接することの少ない違う形態のアーティスト
同士が互いに話し合い、舞台総合芸術として1つの作品を作り上げていくことで感覚を刺激し合い、発想の
転換が生まれることを期待した。

当初目的に対する成果（神戸で実施したプログラムについて）

・当初は1週間をかけて育成WSを行う計画で、『専門家によるWSを実施した後に、独自のメソッドを使いつ
つ個々の個性を生かしてグループ分けし、参加アーティストが協働しつつ各15分ほどの作品を作って発表す
る』形態を想定していたが、予算や会場などの都合にてトータル2日間のワークとなり充分に創作時間が取れ
ず、また参加者の経験値などを考慮した上で内容の変更を行った。私たちアーティストコレクティブが普段行っ
ている作品作りの方法を体験してもらい、空間、音楽、振付、美術というのものの概念を伝え、その中で何を
捉え、表現者としてどう成長してもらえるかということにフォーカスを変え、『WSを体験した上で共に1つの大き
な作品をクリエーションし、成果を発表、ディスカッションを行う』ということをこの2日間のトライアルとした。
・成果としては、他ジャンルで活動する参加者が協働して舞台作品を創作したことで、表現形態の多様性を
学んでくれた。音楽家が舞台でのパフォーマーとして作品に参加し、義足のミュージシャンなどはダンスWSの
パートにも参加し、身体を意識した表現を始めて行ったことで新しい感覚を得て、今後の活動に影響を与え
ることができた。また、ダンサーが楽器でない道具で演奏する振付を行ったことで、舞台空間における音に対
する意識の幅を広げることができた。
・参加した音楽家に声のWSを実施してもらい、声というものの意識を改めて体感したことで、空間における
音を理解し、ダンサーが不得意とする声を出すことなどを学び、実践・発表したことは自信につながったと
感じる。
・舞台空間をどう使うか? というワークの中では、劇場の通常舞台をそのまま使用するのではなく、参加者が積
極的にその劇場にあるものを使って立体的な空間を創造する体験をし、振付を行う際にもその空間をどう有
効的に使うかということを吟味し、創作していくことができた。

番外編② 京都クリエイティブパートナー

表現者の視点─創作と現実、Work in Progress

運営｜（一社）ANTIBODIES Collective
　　　東野祥子、カジワラトシオ Photo: 草本利枝
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・各参加者に持参してもらった興味のある本や物などを共有する際に、各 の々持参したものに感銘/共感を受
け、その人のことをよく理解し、感性を共有することで創作の糧となり、言葉を生み出し、初対面での創作のコ
ミュニケーションツールとなった。

当初目的に対する成果（京都で実施したプログラムについて）

・当初の計画では、1週間かけて行う創作WS・発表であったが、コロナウィルス感染拡大防止の自粛要請
の余波を受け、WS日数が2日減ってしまった為、予定していた1日目、振付の概念や創作することへの様 な々
取り組み方の講義、2日目ダンス、音楽に関するWSが出来なくなってしまったが、内容を少し縮小しつつも、
danceboxにて実施できなかった参加者が自身で創作を行って15分程度の作品を発表するということに焦点
を当てたワークを行った。
・今回は当団体のメンバーと育成したい関西の作家ともに招聘して実施したので、一般参加の2名以外はあ
る程度の能力は把握していたが、こういったワークでは最初のグループ分けが重要で、他者との関わりの中で
個 の々能力の発揮の仕方が大きく変わってくる。その際に行うテストのようなもので共通言語を見出すのだが、
今回はそれぞれ面白い発展があり、観ていてワクワクする4つの全く違う性質の作品が出来上がった。テーマづ
くりに関してもその共通言語を通して意見の交換を行い、しっかりした構成を立てることができていた。また、空
間設定から構成、振付、照明、小道具、大道具、衣装にわたること全てをそれぞれが考えて決定していく過程
では、各チームの取り組み方が違っていて興味深かった。
・観客席を作らず、空間設定を各グループで行ったことで視点をどう設定するかということをしっかり吟味でき、
芸術センターの講堂の新たな使い方を模索してくれた。
・このようなワークでは照明までこだわることが出来ないことが多いのだが、今回は照明家が入ってくださり、各
チームの演出をもとに仕込みからオペレーションを行っていただけたのは、参加者にとっても舞台照明を検証
できるいい経験となった。
・ショーイングの前に各チームで出来上がった作品を鑑賞し、批評し合った際に、作品の意味やこだわった
ポイントを理解し、作家たち自体も意見をはっきり発表することで、作品の核を再認識し、作品に対するプライ
ドなどが生まれたと思う。参加者で普段言葉をあまり発しない方が作品の中で自身でテーマに合わせ決めた
言葉を使い、大胆な演出の中で大きな声で自己を表現していて、普段から知っている者としては新たな一面
を開拓できたと思っている。
・振付家という概念に疑問を持っているのだが、今回、総合的な舞台作品を創作する力をつけるWSとしては全
員がイキイキとした表情でワークに立ち合い、創造し、舞台に立っていた、とても充実した4日間だったと感じる。
・この創作をまた再演する機会を京都Urbanguildにて設けることが出来たが、コロナ の自粛要請の結果延
期になっている。時期を見てまた再演出し、発表する機会を設け、さらに作品を広げていけるチャンス、また
違った観客の前で違う評価を得て欲しいと思う。

今後の展望

・こういった創作WSを多ジャンルのアーティストと共に協同で定期的に実施していきたい。
・上演空間などにもこだわり、野外やオルタナティブスペースなどでも実施したい。



94 第二章 各プラットフォームからの報告 ―ダンスでいこう!! 2019実施報告―

・招聘講師陣を充実させ、作家ごとに考え方も違うその取り組み方や創作方法などを学び、共有し、伝授し
ていきたい。
・一度出来上がった作品をWSショーイングだけでなく、他の会場などでも発表の機会を持ち、批評される場
を持ち、モチベーションを上げ、より突き詰めた作品を創作して欲しい。観客や批評家などにも自身の作品を
解説できるよう、作家としての強度をあげていきたい。
・全国的にこのようなWSを展開したい。地方においても様 な々表現者がおり、その地方に出向き、滞在型の
作品づくりWSを行う。公募したアーティストと共にその地域に因んだ物語性、音楽性、民族性などを盛りこん
だ作品づくりWSを行ってみたい。

あなたは、どういう振付家を育てたいと思いますか。

・振付家という職業は10年以内になくなっていくと言われている。日本で言う舞踊業界の『振付家』という概念
もすでにわかりにくくなっていると感じる。私自身も振付家と自称しているものの、演出や構成も行うし、セルフプ
ロデュースももちろんできなければならない。単にその作品に合わせた動きを考えるのが振付家の仕事全てで
はなく、空間設定から総合的な演出、音楽や美術、衣装、小道具においても全て振付家が行っている場合も
ある。また、日本国内では大きなダンスカンパニーなども少なく、個人がソロダンサーとして作品ごとのプロジェク
トに関わっていくと言うスタイルが主流になっている。
　そういった状況の中で、これからの作家は多様性を持ち、舞台での表現に関わること全般に対して自在に
使いこなせるノウハウを身につけなければならないと思う。自分の言葉で語れる言葉を持ち、人とのコミュニ
ケーション能力はもちろん、オリジナルのWSも出来なければならない。身体性・振付はもちろんのこと、自身の
作品スタイルというものを理解し、コンセプトを見出し、説得力のある総合的な舞台芸術作品を創作できる力
を担った作家が育って欲しいと思っている。

また、そうした振付家を育てるために、何が大事だと考えていますか。

・開拓精神─育成者自体、私たち自身が実験精神を持って先駆的な舞台芸術作品を創作、発表し、手
本となって切り開いて行くことは重要であると感じる。日本の文化政策下では充分な教育や資金を受けること
は極一部に限られているので、やりたいことがやれる環境を獲得する為の努力は個 に々行っていると思われ
るが、どんなシーンでも自身で開拓することが大事で、それを共にする同士も必要だと思う。コラボレーターとの
共通言語をどうやって見つけるのかも自身の経験値や知識で変わってくる。自身の感覚を研ぎ澄まし、そこで
起こっていることを吸収する能力を養い、取り込み、自分の中で変換し自己の表現に変えて形にしていく力を
養うことが重要だと感じる。発表の場や観客に関しても開拓し、手招きしていないで突っ込んでいくことが重要
なのではないかと感じる
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育成対象者（参加者）のコメント

［京都より］

とにかく充実した有意義な時間だった。初日のガイダンスで東野祥子さんがおっしゃった「恐れずにやっていってほしい」という言
葉がとても印象的で、その言葉の後押しにより、焦りながらも安心して創作できたのが嬉しかった。どのチームも限られた時間だか
らこその集中力で各々の感覚を共有し、アイディアを出し、シーンを作り上げていく様は非常に豊かなエネルギーに満ち溢れてい
たと思う。創作に対してのめり込んでしまうほどの面白さを味わえて、今後の自身の活動の糧となる大変貴重な機会となりました。
（田辺舞）

今回参加してみて、キーワードというテーマでありヒント、似た気質を持ちそして少人数でのチームというなかで3日という突貫の中
でもクリエイションを行ってみて、振付家とは、振付とはなんなのだろうと思った。
　振付とは主に踊りにおいて使用されるように思うが、踊り以外の異種が混在する中でも、ムーブメントを生み出せばそれは振付
になりうるのか。その疑問を今回解決には至らなかったが、一つ確信めいた物を得ることができたのは、創作中、ある程度放任し
ておかれるという製作環境が必要と思った。
　“アイディア”“決定力”“世界観”を造り出すには個人差があり大変に時間を要するということを様 な々人にも知っておいて欲しい。
何よりも“思考”をしなければならず、その為には“見る”“知る”ことも同じように重要であり、文化や芸術は守られなければならない。
　今回始めの2日間中止となったことにより感じたのは、もっと実験ばかりの不安定な状態を見せてもいいのではないかと思ったこ
とだ。およそ3日間という短い時間のなかで作る側としてクオリティをもう少し度外視してもいいのではないかとも思った。“見せる”た
めではあるが、それだけに捕らわれ過ぎても実験度が低くなってしまうようにも思った。そして一番必要なのは新しい“思考回路”で
もあるように思うので、できることを詰め合わせるのではなく、“思考実験”として出来ないことをもう少しぶつけ合ってみるとどうなる
のだろうと思った。内容どうこうだけではない、過程をどれだけ踏んでいけるかが、振付家にとって大変必要なのだと感じた。
（新井海緒）

実施概要　
［神戸］P68を参照
［京都］P21を参照

［プロフィール］

東野祥子
ANTIBODIES Collective振付家・ダンサー。90年代後半より舞台芸術から音楽、映像など
様 な々シーンにて作品を発表。00－14年「Dance Company BABY-Q」主宰。15年にはジャン
ルレスなアーティストの集合体「ANTIBODIES Collective」を結成し、社会的なテーマを掲げ
た活動を国内外にて多数展開する。またWSや学校へのアウトリーチなどの活動にも定評があり、
ダンサーとしても即興パフォーマンスを多数行なっている。トヨタコレオグラフィーアワードなど受賞。

Photo: Yoshikazu Inoue
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第三章

2020年、振付家育成事業のこれからに向けて

̶

2020年3月の「KYOTO Meeting（報告会）」に、当事業のオブ
ザーバーとして文化芸術に関わる専門家4名の方にお越しいただ
きました。
　第3章では、この4名の皆さんに、「現代社会においてコンテン
ポラリーダンスがなぜ必要と思われるか?」「ダンスでいこう!! 2019　
KYOTO Meetingに立ち会ってみて。どのような可能性を感じら
れたか。」というテーマで寄稿していただきました。

これからの社会に求められる「振付家」とは? という問いから、未来
の育成事業について考えるきっかけとしたいと思います。
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3月14日と15日、京都でのミーティングに参加した。時節柄、マスク、消毒、通風、ソーシャル・ディスタンス等へ
の配慮があったが、ティータイムや終了後の飲み会では、コロナ禍のことをしばし忘れさせるほどくつろいだ雰
囲気が漂っていた。本来ならずっと大勢の参加者が予定されていたと思うが、人数を限定せざるを得なかっ
たのは、やむを得ないだろう。
　各地域からの映像を交えての発表は、2019年に日本のあちこちで行われた様 な々ワークショップについて
のものだ。それぞれが地道で小規模ではあるけれど、かなり丁寧に進行したことがわかる。映像と発表をとおし
て一同に会してみると、その多彩さが興味深い。招聘された講師、テーマが異なれば、自ずと雰囲気がまった
く違ったものになる。根底にあったのは、個人個人が内包している創造性をどういうふうに引き出して、からだ
の表現につなげてゆくのかということだろう。バレエやモダンダンスのワークショップであれば、技術的な側面に
終始することは眼に見えているが、そうでなくて手探りで接点を探ってゆくのがコンテンポラリーダンスのいいと
ころである。
　個人の創造性……。「言うは易し行うは難し」である。概して日本の社会ではオリジナリティよりも、波風を
立てない「良い子」を均質的に育てる教育がある。大人になれば性差、学歴、世代、職業などが複雑に反映
される。京都での2日間の発表は、まずそんなフレームから離れ既成の価値観から自由になり、どんなふうに身
ひとつで「表現」というものの地平に立つのかという、小さな試行錯誤の模様であった。それは「つくる」という
作業をとおして、よりポジティブに自分と他者との関係を見つめる作業でもあるだろう。
　その意味で、15日に坂本公成＋森裕子「モノクロームサーカス」、そして東野祥子「ANTIBODIES 
Collective」が、それぞれ今回のショーイングのために4作品ずつつくった短編の数 は々、充分に稽古時間が
とれなかったのにも関わらず、あちこちにキラリとひかる個性が際立っていて、気持ちのいいものだった。「モダ
ン」でなく「コンテンポラリー」でなければならないという必然性を感じさせ、振付家の自由な発想がダンサーた
ちを動かしていた。
　将来、願わくばそう遠くない将来、コロナ禍が収束したあかつきには、闊達な芸術活動こそが、文化はいう
までもなく、政治・経済までも含めた多様な局面を蘇生させる鍵になるように思える。オンラインでの交信は有
効性があることは、誰もが認めるところだ。しかし、からだで表現する者にとってそれはあくまでそれは相互補完
的なものだ。マスクなしで身を寄せ合って劇場に集い、互いに接触し対話してこそ、本来的な姿がある。その
ような場を徐 に々取り戻してゆくためにも、日本のコンテンポラリーダンスがここ30年にわたり培ってきたものを、
ポストコロナの時代に向けてどのように生かしていけるだろうか。

ポストコロナに向けて

石井達朗
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日本のコンテンポラリーダンスが90年代の終わりから00年代にかけて舞踊分野の一つとして語られるように
なって以来、その実態の多様さや系譜的曖昧さから定義の困難さが言われ続けて今に至ります。その実状に
伴うデメリットはこれまでも幾度ともなく問われてきましたが、日本のコンテンポラリーダンスの歴史性を再構築す
るにはあらゆるリソースが不足しており、往 に々して実効性を伴わない議論に終始してしまうのが実情です。一
方で、拡散的に展開されてきた結果としての現在のシーンには系譜に拘らずとも相応の必然性があり、それ
を捉えるためには、日本各地のコンテンポラリーダンスに関わる多様な取り組みを棚卸し、個別に評価すると
ともに多様性によって支えられている全体をより高い解像度で捉えていくことが必要です。その意味でJCDN
の「ダンスでいこう」は各地の実践をバックアップし、また、ネットワーク化によるフィードバックを期するのみなら
ず、本来個別で交わることのなかった点と点を線で結び実態を浮かび上がらせることで、日本のコンテンポラ
リーダンスに関わる課題意識やシーンの特性を俯瞰する試みの端緒を得ているように思います。
　この報告会で各プロジェクトに見られた目的性は、①地域社会における当該分野の普及、②振付実践指
導の機会創出、③振付家と制作者（企画者）の協働、という三つのバロメーターで捉えることが出来ます。ま
た、この三つの軸はいずれかが欠けては振付家の養成およびシーンの促進は成立せず、こと③に関しては、
主に振付家個々の野心や自立性を活かそうとする現場の意識として重要性を持っています。これは、コンテン
ポラリーダンスが他の舞踊分野に比較して分業が進んでいないことにより、実演家にセルフプロデュース能力
が求められること。そして、分野の特性として活動のコンセプト面で振付家としての強い主体性を必要とする背
景によるものです。コンテンポラリーダンスの分野の特殊性と、それにかかわる次世代育成の難しさや可能性
はここにあります。冒頭に記したように、日本のコンテンポラリーダンスの取り組みの実態が多岐にわたるのは、
翻って見れば、多様な社会的局面にアーティスト各自が自身の問題意識によってコミットし、それをダンスおよ
び振付であると見なしている状況の産物でもあります。つまり舞台芸術としての制度に囲われた作品の水準を
満たすだけでは足りず、それ以上に不規則で創造的な機能の創出自体が日本のコンテンポラリーダンスにお
けるミッションとして一定程度担い手に共有されている。日本におけるダンスおよび振付概念の拡張は、舞踊
芸術の近代的意味での進歩のためではなく、現代社会の様 な々リアリティに応答する形で展開し、その意味
で公共性を有しているということです。
　そのような各地から見出される共同性がシーンおよび社会的により意識されていくためには、まだ時間を要
する段階ですが、本企画による横断的な取り組みは、今後これを支え、影響力をもって台頭させる土壌づくり
の役割を果たしていると思います。

各地実践と展望を紐づけて思考する
「ダンスでいこう」の可能性について

林慶一
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二つ大きな成果が見られた。
　一つは松山のダンススタジオMOGA赤松美智代さんが報告した内容に示された成果である。赤松さん
は丸山陽子さんと二人で「赤丸急上昇」というダンスユニットを形成して、2005年からJCDNのプロジェクトを
中心にして、フェスティバル等への参加も多く、世界中でその作品を披露してきた。また、小中学校を中心に教
育現場におけるワークショップ歴も長い。振り付けの仕事とともにダンス教育に力を入れてきたといえよう。それ
だけでは食っていけないのが日本のコンテンポラリーダンスの業界で、本拠地にダンススタジオを開設して教
室を開いて糊口をしのいでいる。
　ダンス教室から拡大し、えひめ国体開会式式典の振付や地域の記念ミュージカルの振り付けなど、地域の
創造性に総合的に寄与して地域に必要不可欠の存在になっている。ダンスがダンス以外の分野との協働を
はかるコレクティブという考えが打ち出されてもいる。地域のダンス教室がどれほどの可能性を発揮できるかを
示した事例である。
　もう一つの成果は、東野祥子さんのワークショップ参加者による発表が示したダンスと音楽の連携の重要
性を再確認した成功事例である。東野さんの振付家としての実績は、今更言うまでもないが、今回の発表で
は、踊り手自身によるチューバの生演奏がついていたのが、本来あるべき姿を示していて貴重だった。即興演
奏と見せかけているが、実は、そのリズムが、3拍子、5拍子と展開していくなかなか凝ったもので、音づくりも振
り付けの一環として丁寧に仕組まれていることがうかがえた。
　そもそもダンスと呼ぼうが踊りと呼ぼうが、いかなる舞踊形態も、古今東西、歌や音楽と切り離された踊りと
いうのは、まず探すことが難しい。バレエ、フラメンコ、日本舞踊、世界の民族舞踊、盆踊り、ストリートダンスに
至るまで、すべての踊りは音楽と密着している。だから、すべての踊りは生演奏で踊られる。それを、日本のコン
テンポラリーダンスだけは、他人の作品の録音で踊ろうとするが、これは早急に脱却すべき課題である。もう一
度、音とともにダンスを振り付けなければならない。身体性を追求し、生身の人間同士の交通を重視するから
ダンスには価値がある。だからダンスは現代社会に寄与するのである。そのことの可能性の事例を東野祥子
さんは示している。
　その上で、根本的な課題は、そもそもダンスは踊るべきものなのか、見せるべきものか、という問いにも答えを
出していく必要があるということだ。その意味では、振付家「育成」などという上から目線ではない、協働の学び
の場が開かれるべきなのだろうと思う。その可能性が示されたのが、今年の報告会であった。

振付家育成事業のこれから

加藤種男 Photo: 吉原悠博
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「コンテンポラリーダンス・プラットフォームを活用した振付家育成事業」、通称『ダンスでいこう!!』は、何を意図
して企画されたのか。佐東さんが詳述されると思うが、企画の背景を振り返ってみたい。
　KYOTO Meetingでは、「ダンスでいこう!!」はなぜ「振付家育成」なのかという点で、多くの意見が交わ
された。振付家の育成とクリエーションの質向上は、JCDNの長年の課題意識でもあり、「ダンスでいこう!! 
2019」に参加した全国のプラットフォームメンバーの熱の冷めないうちの議論は、とても参考になったし臨場感
があった。
　一方で、私は「コンテンポラリーダンス・プラットフォームを活用した」の部分が、企画の力点だと考えていた。
「ダンスでいこう!!」が受託した文化庁「次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」は、当該芸術ジャン
ルの統括団体、基幹組織を採択するという方針を、近年強く打ち出している。この委託事業枠に申請するに
は、どのような取りまとめ方がふさわしく、参加者にも有効なのか。これを考えた時に、地域ブロックごとのコンテ
ンポラリーダンス・プラットフォームを設け、それらをフラットに結んで束ねる要（事務局）としてJCDNがあり、全
体として全国規模の「コンテンポラリーダンス・プラットフォーム」を形成するという見取り図を描いたのだった。
KYOTO Meetingでは、こうした「プラットフォーム」のありようについても、皆さんの意見を聞きたかった。
　いや、文化庁事業を受託したという理由以上の、重要な話である。JCDNは「ネットワーク型アートNPO」
として紹介されることが多いが、設立から20年が経過し、コンテンポラリーダンス界も社会環境も大きく変
わり、JCDN自体も全国を巡る事業からシフトしている。こうした現状において、コンテンポラリーダンス界は
「ネットワーク」をどう捉えているのか、ニーズがあるのか、JCDNにネットワーク型組織・コンテンポラリーダ
ンスの基幹団体としての機能が求められているのか。「統括団体」という、構成員の集中管理的発想も、も
はや時代にそぐわないのかもしれない。となれば、今回試みたような、フラットな関係性のもとに1つの大きなプ
ラットフォームを形成する時の事務局「機能」はどうあると好ましいのか。これも「ダンスで行こう!!」の大きな議
論テーマであろう。単体では無理でも、1つのプラットフォームを形成することで個々が成立し得る。これは、小
規模事業の多いコンテンポラリーダンス界には有効な運用モデルなのか、引き続き考えていきたい。
　最後に、「現代社会においてコンテンポラリーダンスがなぜ必要と思うか」という神前さんの問いに応答する
ならば、既存の型を強要しない、個人のどのような表現の希求も受容するダンスだからこそ、現代社会に必要
なのだと思う。「こうでなければならない、こうであってはならない」というネガティブチェックに満ちた、不寛容な
世の中にあって。

プラットフォームが目指すもの

若林朋子 Photo: 安田有里 Ⓒ Ko Na design
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石井達朗  いしい たつろう　　
P.14参照

加藤種男  かとう たねお　　
クリエイティブ・ディレクター、Active Archipelago共同代表
アートプロジェクトの企画提案、特に、全国各地の地域創造、創造都市を結びつける多数のプロジェクトや制度を立案し、その
ネットワーク形成に取り組む。アサヒビールで企業メセナを担当し、あわせて文化芸術創造都市・横浜の旗振り役を務めた。京
都造形芸術大学客員教授などを歴任。現職は、静岡県文化プログラムCOD、おおさか創造千島財団理事など。著書『芸術文
化の投資効果』など。芸術選奨文部科学大臣賞受賞。

林慶一  はやし けいいち　　
d-倉庫 制作
2006年よりdie pratzeにスタッフとして参加。劇場付き制作として舞踊・演劇の企画制作。2005年～2015年は自身のパフォーマ
ンス活動を併行して行う。現在は制作業とともに、日本の現代舞踊史についてのリサーチを行う。2012年より「ダンスがみたい!」
実行委員会代表。同年d-倉庫 制作。アーツカウンシル東京 平成29年度アーツアカデミー事業 調査研究員（舞踊分野）。2019年
「放課後ダイバーシティ・ダンス」プロデューサー。

若林朋子  わかばやし ともこ　　
プロジェクト・コーディネーター／立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科特任准教授
英国で文化政策を学んだのち1999－2013年企業メセナ協議会勤務。プログラム・オフィサーとして企業が行う文化活動の推進
と芸術支援の環境整備に従事。13年よりフリー。事業コーディネート、執筆、調査研究、評価、助成、自治体文化政策やNPO支
援等に取り組む。芸術家と子どもたち、JCDN、芸術公社各理事、アートプラットフォーム、ON-PAM、音まち計画、アーツエンブレ
イス、TPAM各監事、ARTS for HOPE運営委員。社会デザイン領域で文化、アートの可能性を探る日々 。
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振付家は主に舞台芸術としてのダンス作品を創作するものであるが、一方、ここ10年ぐらいの間に、日本の社
会では、コンテンポラリーダンスの振付家の活動の場が、舞台を離れ、大きく広がってきている。小・中学校、
特別支援学校、障がい者などの福祉施設でのワークショップで共に作品を創ったり、地域の人たちとの作品
作りを依頼されるなど、全国的に広がり、継続的な活動となっている。
　それらの現場では、振付家という肩書ではなく「ファシリテーター」「ナビゲーター」と呼ばれている。そこで振
付家に求められていることは、ダンスの技術を教えることではなく、参加者それぞれの「創造性」を引き出し、
参加者それぞれの「表現力」を外に導いていくことである。振付やダンスを創って踊るということが、アーティスト
だけのものではなく、人は誰でもその才能を持っているという発想が、今、社会の様 な々ところで求められるよう
になっている。
　また地域における芸術祭などでも、振付家というよりも、ひとつのイベントの演出家として、地域の街中や自然
を取り入れた形でダンスやアートなどを総合的な演出を任される人が増えてきている。これも、コンテンポラリー
ダンス特有の、ゼロから何かを創り出す力が求められているのだろうと思う。

これまではダンス作品を創るということがコンテンポラリーダンスの振付家の使命、というよりは人生そのもので
あったが、その振付家として、培ってきたこと、考えてきたこと、学んできたこと、人と関わってきたことが、今、社
会に必要とされる存在になっている。そして、その社会の中の活動が、振付家にとっても大きな刺激や学びとな
り、自身の創作活動の大きな核や背景となっている。
　そして経済的な面を考えると、舞台作品の創作だけで生活をまかなうことは、日本だけではなく、世界中に
おいても困難である。特に日本においては、小規模カンパニーが国の助成金を得ることは大変難しく、カンパ
ニーを維持していくことが大変である。どうしても振付家＝カンパニーの代表者となり、作品に対することと、カ
ンパニーを維持することの責任が振付家の肩にかかってくるという現実が日本にはある。今後公共ホールなど
との共同作業がより進み、振付家の負担を軽減する努力を、ダンスに関わるものすべてで行っていく必要が
ある。
　コロナの危機により、人と人が距離を置く、ということが重要視されればされるほど、逆にダンスの持ってい
る身体的な接触や創造性、そして表現するということが、人間の本能として、より求められるようになるだろう。
現代において、“振付家”を育成するということは、自分たちが考えているよりも大きなことなのかもしれない。全
国で行われる様 な々試みから、“振付家の育成”とは、という大きな課題に対して、探り続けていきたいと思う。

振付家の新たなる役割、
これからの社会に求められる振付家について考える                            佐東範一［JCDN］
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おわりに

この報告書は、次の課題意識から出発しました。
　「コンテンポラリーダンスの振付家」の役割やその特徴については、舞踊に携わる方々の中でさえその認識
に差があり、世間一般には更にもっと偏った認識をされているのではないか、ということ。それゆえに、振付家
への評価も、評価する側の認識によって立つところが大きく、場合によっては作り手と評価する側が同じ土俵
に立っていない場合があるのではないか、ということ。
　それならば、この報告書においては、まずその認識をとりあえず一定のところで共有するための言語資料に
なるものを目指したいと考えました。まずはダンスの歴史から紐解き、（日本の）コンテンポラリーダンスを捉えな
おす事から始めて、2019年の事業報告から各地の今を見渡し、現代の社会になぜコンテンポラリーダンス
が必要なのかを改めて問い直す、そんな旅を思い浮かべながら本にしました。
　また、その過程で本事業「ダンスでいこう!!」の大きなテーマである「振付家を育成するということ」について、
様 な々角度から考えてみた次第です。
　興味深いのは、「振付家を育成するということ」がそれぞれ違っていて、多様であるという点です。各プラット
フォームで試みられた事業の内容がそれぞれで異なるのも、このためで、それこそがコンテンポラリーダンスの
懐の深い、魅力といえる部分ではないかと改めて感じます。
　この旅は、書き手の皆さんがいなければ成しえないものでした。この場を借りて深く御礼申し上げます。
また、続きは「ダンスでいこう!!」の新サイトで展開いたします。お楽しみに。

NPO法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク｜神前沙織






	空白ページ
	空白ページ

