
Inner Garden
中村恩恵新作公演

KAC Performing Arts Program 2013 / Contemporary Dance

中村恩恵リサーチプロジェクト
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集める映像作家、古舘健が務めます。また、音響、照明、舞台
のそれぞれの要素も、関西を拠点に活動するスタッフと中村と
の共同作業。中村の出すキーワードに対し、それぞれのアイディ
アをどんどん提案していくスタッフは、まさに共に作品に取り組
むクリエーションメンバーといえます。それぞれのメンバーが中
村恩恵と共に力を集結させる本作に、ぜひご期待ください。

2 012年度より京都芸術センターで開催しているKAC 
Performing Arts Programでは、舞台芸術の創作・発

表へのさまざまな取り組みを通し、その可能性に挑戦して
います。昨年度から続く振付家・ダンサーの中村恩恵とのリ
サーチプロジェクトでは、新作発表を目指した2年にわたる
取り組みがこの12月、ひとつの形へと結実します。

昨年度は、中村によるダンスワークショップ及び美術家の
泉イネと中村によるパフォーマンス『Inner Garden』を行いまし
た。この時のパフォーマンスのテーマは、タイトル通り「箱庭を
作ること」。京都芸術センターにある、古い記憶の染み付いた
椅子や机、ランプなどさまざまな「もの」を、観客から出てきた
キーワードをもとに配置し、そこから想起する振付と共に構成
することで等身大の「庭」を現出させました。音楽、照明、映像
もシーンごとに中村と共有するイメージを具体化することで、
さまざまな要素から成る「ダンス」作品が立ち上がる瞬間を体
験いただける機会となりました。

今回の新作公演のタイトルは、昨年度から引き続き『Inner 
Garden』。前回のパフォーマンスをワーク・イン・プログレスと捉
え、同テーマをさらに発展させた新作として発表します。今回
出演するのは、中村恩恵と渡辺レイの2人のダンサー。渡辺レ
イは、中村も所属したネザーランド・ダンス・シアター、リヨンオ
ペラ座バレエ団、クルベルグバレエなど、ヨーロッパのトップ
カンパニーで20年にわたり活躍してきたダンサーです。このよ
うに、中村と共通の舞踊言語を持つ渡辺が、本作では箱庭の
作り手となります。渡辺が作り出す箱庭とその中で展開するス
トーリーは、舞台空間の中に存在するいくつかのスクリーンに
映し出され、いつしか箱庭ではなく現実の世界となります。中
村が体現するのは、箱庭を作り出す渡辺がそこに見せていな
い「もう一つの世界」です。今この瞬間に私たちが生きている現
実世界と、「箱庭」というメタ空間であらわされる現実世界が何
層にも重なっていきます。映像と生身の身体が交錯する本作
品で観客は、多層的な時空間を体験することができるでしょう。

本作で重要な役割を果たす映像は、パフォーミング・アーツ・
カンパニー「dots」など、さまざまなプロジェクトに参加し注目を

中村恩恵リサーチプロジェクト 2012 performance 『Inner Garden』
photo: Ayako Abe

中村さんとスタッフ全員で作品の構想を共有する機会を京都で持ちまし
た。いろいろなアイディアが飛び交い、短い時間の中でぼんやりしていた
ことが具体的になっていく様子はさすが。公演本番に向けて、とてもわく
わくしてきました。クリエーション中の12月16日、17日には出演者の渡辺
レイさんによるダンスワークショップも開催します。イリ・キリアン、ウィリ
アム・フォーサイス、ナチョ・デュアトなどさまざまな振付家の作品に参加
してきた渡辺さんならではの指導法に触れるチャンス！ こちらもぜひ併せ
てご参加ください。 川崎陽子（アート・コーディネーター）

中村恩恵新作公演 『Inner Garden』
日時： 12月20日（金） 19:30
 21日（土） 17:00
 22日（日） 17:00
会場：フリースペース
振付・演出：中村恩恵　出演：中村恩恵、渡辺レイ
※詳細はイベント情報（P2）をご覧ください

中村恩恵 　なかむら・めぐみ

第17回ローザンヌ国際バレエコンクールにてプロフェッショナル賞を受
賞後、フランス・ユースバレエ、アヴィニオンオペラ座、モンテカルロバレ
エ団を経て、1991～99年Ｊ・キリアン率いるネザーランド・ダンス・シアター
に所属し活躍。退団後はオランダを拠点に活動し、2000年、自身の振付
ソロ作品『Dream Window』 でGolden Theater Prizeを受賞。2001年、
彩の国さいたま芸術劇場にて、キリアン振付『ブラックバード』上演、ニム
ラ舞踊賞受賞。2007年に日本へ活動の拠点を移す。その後もダンサーと
振付家の活動を両立し、Noism07『Waltz』上演、舞踊批評家協会新人賞
受賞。Kバレエ カンパニー「New pieces」にて『黒い花』を上演する等、多
くの作品を創作。また最近では『The Well-Tempered』、『時の庭』、新国
立劇場にて『Shakespeare THE SONNETS』、KAAT神奈川芸術劇場にて

『WHITE ROOM』を発表する等、首藤康之との創作活動も積極的に行っ
ている。2011年に第61回芸術選奨文部科学大臣賞を受賞。
http://www.meguminakamura.com/
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各種イベント申込方法 （別途記載のあるもの、共催事業、制作支援事業は除く）

催し名・住所・氏名・電話番号を添えて、ウェブサイト申込フォーム、
TEL、FAXで事前にお申込ください。チケット窓口でも受け付けます。
※　印の公演は、京都芸術センター友の会のご招待券・ご優待割引対象公演です
　（制作支援事業は京都芸術センターチケット窓口取扱公演のみご優待。共催事業はご優待対象外）

　その他、友の会特典詳細についてはウェブサイトをご覧ください
※各種学生料金は要証明書呈示

展覧会

新incubation5
生田丹代子×佐々木友恵

『時
と

代
き

をかさねる ―心と技―』
ベテラン作家と若手作家とが向き合い、互い
に触発し合うところから、現代美術を様々な
角度から捉え見通すことをテーマとした [新
incubation]。第5回目となる本展では、ガラ
ス造形作家の生田丹代子と漆造形・美術作家
の佐々木友恵の作品を展覧します。
会期： 11月22日（金）－12月26日（木）

 10:00－20:00　
  ※会期中無休・入場無料
会場： ギャラリー北・南ほか

［関連企画］
対談 出展作家×米原有二（工芸ライター）

「素材へのまなざし」
日時： 12月21日（土）15:00－16:30
会場： ミーティングルーム2
  ※入場無料（事前申込不要）

伝統

五感で感じる和の文化事業
月イチ☆古典芸能シリーズ
第6回 「島原文化を知る～輪違屋を通して～」
月に一度は古典芸能に触れ楽しもうという企画。
12月は「輪違屋」に伺い、島原文化を探ります。
日時： 12月5日（木）15:00－16:30
会場： 輪違屋（下京区西新屋敷中之町114）

講師： 高橋利樹（輪違屋十代目当主）

※定員に達したため、申込受付を終了しました。
なお、12月2日（月）10:00より電話にて若干数の
追加受付を行います（先着順）

素謡の会・関連企画
「観能ツアー《定

てい

家
か

》《船
ふな

弁
べん

慶
けい

》」
能舞台や演目（装束・道具含む）について、
解説を事前に聞き、能をより楽しむためのツ
アー。能を初めて観る方にもおすすめです。
日時： 12月8日（日）

 レクチャー 10:15－11:15
 「林定期能」鑑賞 12:00－17:00

※10:00京都観世会館前集合
会場： 京都観世会館（左京区東山仁王門東入）

ナビゲーター：田茂井廣道（観世流シテ方能楽師）

料金： 3,500円（レクチャー、「林定期能」鑑賞料込）

定員： 30名（要事前申込）

伝統芸能ことはじめ講座編
「名作から知る伝統芸能の楽しみ方」
第５回 《仮名手本忠臣蔵》
日時： 12月14日（土）14:00－15:30
会場： フリースペース
講師： 小林昌廣（情報科学芸術大学院大学教授）

料金： 無料
定員：100名

音楽

明倫レコード倶楽部 其ノ49
「クリスマス特集」
日時： 12月22日（日）14:00－16:30
会場： 講堂
曲目：「クリスマス・キャロル」ほか
講師： 亀村正章
料金： 500円（ドリンク付）

ダンス

D
ダンス

ance 4
フォー

 A
オール

ll 2013　ワークショップ
子どもから大人まで、全ての人にご参加いた
だけるコミュニティダンス企画が今年も始動し
ます。2014年2月の発表公演に向けて、12月と
1月に集中ワークショップを開催します。公演
に出演をお考えの方は、ぜひご参加ください。
日時： 12月1日（日）13:30－16:30

会場： フリースペース
講師： 黒沢美香、山田珠実（振付家／ダンサー）

料金： 500円（小学生以下無料）

定員： 30名（要事前申込）

対象： 2014年2月の発表公演に出演する意
思のある方
※小さなお子様、介助の必要な方や参加

に不安のある方は、「Dance 4 All」担当
までご相談ください

申込方法：所定のチラシ、またはウェブサイ
ト申込フォームにて申込

KAC Performing Arts Program 2013 /
Contemporary Dance
ダンサーが語る 第4回 余越保子
ニューヨークを拠点に活躍する振付家・ダン
サーの余越保子氏をゲストに迎えます。
日時： 12月14日（土）16:00－18:00
会場： ミーティングルーム2
聞き手：片山伸吾（観世流シテ方能楽師）

料金： 500円
定員： 30名

KAC Performing Arts Program 2013 /
Contemporary Dance
中村恩恵 新作公演 『Inner Garden』
日時： 12月20日（金）19:30 
 21日（土）17:00 
 22日（日）17:00 
  ※開場は開演の30分前
会場： フリースペース
振付・演出：中村恩恵
出演： 中村恩恵、渡辺レイ
料金： 一般前売3,000円／学生前売2,500円
 当日3,500円（一般・学生共）

チケット取扱：京都芸術センター、チケットぴ
あ（Pコード：433-020）

  ※学生券は京都芸術センターにて販売
  ※ウェブサイト申込フォームでの予約可

［関連企画］
渡辺レイ ダンスワークショップ
日時： 12月16日（月）19:00－21:00
 17日（火）19:00－21:00
講師： 渡辺レイ
会場： 講堂
料金： 各回2,000円／通し3,500円
定員： 各回20名 ※定員に達し次第受付終了

対象： プロフェッショナル、あるいはプロを
目指すダンサー、振付家

申込方法：ウェブサイト申込フォームにて12
月15日（日）までに申込

※Topic01（P1）もご覧ください

明倫ワークショップ

京都芸術センター制作室で創作活動を行う
アーティストによるワークショップ（参加無料）

江畑芳 「光の実験」
日本画の素材として使われる金箔などの金属
箔を使って、さまざまな光をみたり、探したり
する実験をします。
日時： 12月1日（日）15:00－17:00
会場： 制作室1
定員： 5名
※ご自身で考えた光るものをひとつお持ちください

夕暮れ社 弱男ユニット
「〈走る〉身体の思考回路の探検」
舞台上でとどまり会話することでは表現しき
れない「走る」という行為の上での思考回路
を参加者と共に考えていこうと思います。
日時： 12月8日（日）13:00－17:00
会場： 制作室4
定員： 20名
※動きやすい服装でお越しください（走ります）

このしたやみ 「からだで本をよむ 4」
声に出してみたり身体を動かしてみたり、物
語の世界で一緒に遊びましょう。
日時： 12月13日（金）19:00－21:00
会場： 制作室12
定員： 10名
※動きやすい服装でお越しください

トリコ・Aプロデュース 「グリム童話を演じる」
グリム童話の設定を使って、エチュードをした
り、そのエチュードに演出をつけたりして物語
を膨らませていきます。俳優を目指す方だけ
でなく、演劇をちょっとかじってみたい方、戯
曲を書いてみたり演出をしてみたい方にも参
加していただけます。
日時： 2014年1月7日（火）18:00－21:00
会場： 制作室4
定員： 12名
※動きやすい服装でお越しください

発表支援事業（共催事業）

F#の部屋─声によるサウンド・インスタ
レーションの試み
音楽家と来室者が即興的に、たった1音─F#
の高さの音─をとぎれることなくハミングで
歌い続けるという、ミニマルなコミュニケー
ションを試行。聞こえてきた音を歌うだけの
能力があれば誰でも参加できます。
日時： 11月29日（金）－12月1日（日）

 各日10:00－21:00
会場： ミーティングルーム２
料金： 無料（演奏参加・鑑賞参加とも）
　　　　（事前申込不要）

主催・問合せ： mesostics（若尾裕）

　TEL：080-3103-8774
　E-mail：mesostics@nifty.com

英ゆう 『外を入れる。vol.2』
和室の空間を日本庭園に見立てた絵画作品
を中心とする展覧会。
会期： 11月29日（金）－12月14日（土）

 10:00－20:00
  ※会期中無休・入場無料
会場： 和室「明倫」

［関連企画］ 茶室 de 野点
日時： 12月8日（日）

 ①13:00－14:00 ②15:00－16:00
定員： 各回15名
料金： 300円
申込方法：①氏名②参加人数③参加希望時

間を明記の上、主催者まで申込。11月
25日（月）より受付開始

主催・問合せ：本展実行委員会
　E-mail：sotowoireru@gmail.com

あれがあって、こうなって─アーティスト
の成長をめぐるトークイベント
若手アーティストの成長と地域の関わりにま
つわるトークイベント。
日時： 12月8日（日）14:00－16:00
会場： 大広間
出演： 伊達伸明（美術作家）、藤浩志（美術作

家）、松尾惠（ギャラリスト）

進行： 平芳幸浩（京都工芸繊維大学美術工芸資

料館准教授）

料金：無料（事前申込不要）

主催： 京都工芸繊維大学美術工芸資料館、
「京都・大学ミュージアム連携」をベー
スに展開する地域文化振興プログラ
ム、京都文化芸術コア・ネットワーク

問合せ：京都工芸繊維大学美術工芸資料館
　TEL：075-724-7924
　E-mail：siryokan@kit.ac.jp

鴎座 cleansed project 04 
『Viva Death〔ビバ・デス〕』
サラ・ケイン、不在のテクストによるパフォー
マンス。『洗い清められ』（“Cleansed”）連続上
演企画、完結編。
日時： 12月13日（金）19:30
 14日（土）12:00／16:00
会場： 講堂
料金： 2,000円（前売・当日共）

主催・問合せ： 鴎座
　TEL：080-9676-0582
　E-mail：cleansed2010@gmail.com
　WEB：http://kamomeza-fringe.net/

京都こども能楽囃子教室
日時： 12月15日（日）

 18:00－19:00（小鼓・大鼓教室）

 19:00－20:00（笛・太鼓教室）

会場： ミーティングルーム1・2
対象： 小学１年生～中学3年生
料金： 1,000円
申込方法：開催日の前日までに主催者まで

申込
主催：一般社団法人京都能楽囃子方同明会
　E-mail：kyoshitsu@noh-doumeikai.com

大人と子どもの 日本舞踊体験教室
日本舞踊の手の使い方や足の運び方を体験
し、日本文化を肌で感じ取ってみませんか。

日時： 12月22日（日）14:00－16:00
会場： 和室「明倫」
講師： 藤蔭静樹（藤陰流）

参加料： 500円（茶菓・テープ付）

持ち物：着物、足袋
　※2014年3月16日（日）に発表会を予定
申込方法：電話、FAX、E-mailで、参加者の

氏名、学年、連絡先を記入の上、開
催日の１週間前までに主催者まで申込

（先着順20名）

主催・問合せ：京の狸囃子実行委員会
　TEL：075-221-4258
　FAX：075-221-4573
　E-mail：taiken_entry@fujikage.jp

制作支援事業

京都芸術センター制作室にて制作された
公演・展覧会情報

『石のような水』
松田正隆×松本雄吉×タルコフスキー

「その後」の世界を描くSFメロドラマ！
日時： 11月28日（木）19:00
 29日（金）19:00
 30日（土）13:00／18:00
会場： 京都芸術劇場 春秋座（左京区）

料金： 一般4,000円
 シニア（60歳以上）3,600円
 学生・ユース（25歳以下）2,500円

※全て前売料金（当日券は各500円増）

問合せ：京都造形芸術大学 舞台芸術研究センター
　TEL：075-791-9437

ヨーロッパ企画 イエティ#8
『燃えろ！アストロ闘病記』 京都公演
日時： 12月5日（木）19:00
 6日（金）19:00
 7日（土）13:00／18:00★

 8日（日）13:00／18:00★

★「おまけトークショー」あり
※開場は開演の20分前

会場： 元・立誠小学校 音楽室（中京区）

料金： 前売2,500円／当日3,000円
問合せ：サウンドクリエーター
　TEL：06-6357-4400
　WEB：http://www.sound-c.co.jp

高橋耕平個展 『HARADA-san』
会期： 12月6日（金）－27日（金）

 11:00－19:00（金曜日は20:00まで）

  ※月曜休廊／入場無料
会場： Gallery PARC（中京区）

問合せ：Gallery PARC
　TEL：075-231-0706
　WEB：http://www.galleryparc.com

フェルトシュテルケ・インターナショナル2014
ドイツ・フランスのアートセンターと、京都
芸術センターとの3館提携事業。各国から
選抜された30名の学生が、各都市に1週
間ずつ滞在し、共同制作を行います。
日程： 2014年6月26日（木）－7月3日（木）

 PACT Zollverein（エッセン／ドイツ）

 2014年7月4日（金）－11日（金）

 montévidéo（マルセイユ／フランス）

 2014年9月13日（土）－20日（土）

 京都芸術センター
※すべての期間に参加できることが応

募の条件となります
対象： 20歳以上の学生
  ※詳細は募集要項をご覧ください
応募方法：所定の応募用紙に必要事項を

記入の上、必要書類とともに2014
年1月10日（金）〔必着〕までに京都芸
術センターまで送付または持参（持
参の場合は締切日の20時まで）
※募集要項および応募用紙は、同セ

ンターにて11月25日（月）より配布。
ウェブサイトからもダウンロード可

選考： 一次選考 書類審査
 二次選考 面接（2014年3月上旬を予定）

参加費：300ユーロ（1滞在につき100ユーロ）

（渡航費、宿泊費、食費込）

［応募説明会］
日時：12月21日（土）14:00－15:00
会場：ミーティングルーム1
※応募にあたり、本説明会への参加は必須で

はありません。
※Topic02（P4）もご覧ください

冬休み子ども邦舞体験教室
邦舞の初歩を体験し、日本の代表的な伝
統芸能である邦舞の良さや礼儀作法を学
ぶ教室です。稽古の成果を、2014年1月12
日（日）に京都芸術センターで発表します。
日時： 12月25日（水）、26日（木）

 2014年1月5日（日）、6日（月）

 各日14:00－16:00
  ※出来る限り全日ご参加ください
会場： フリースペース
講師： 音

おと

羽
わ

菊
きく

寿
す

寿
ず

（音羽流） 
料金： 無料
対象： 小学1年生～中学3年生
応募方法：往復はがきに催し名、住所、氏名、

身長、学校名、学年、保護者名、電
話番号を明記の上、12月7日（土）〔消

印有効〕までに京都芸術センター内 
公益財団法人京都市芸術文化協会

「冬休み子ども邦舞体験教室」係ま
で送付。応募者多数の場合は抽選

第318回 市民寄席
日時： 2014年1月10日（金）

 開場18:30 開演19:00
会場： 講堂
出演： 桂咲之輔 「転失気」
 月亭八天 改メ 月亭文都「佐 木々裁き」
 桂あやめ 「コンパ大作戦」
 桂雀松 改メ 桂文之助「らくだ」 

（出演順）

料金： 前売1,500円／当日1,800円
チケット取扱：京都芸術センター、大丸京

都店、高島屋京都店、チケットぴ
あ（Pコード：431-669）

Kyo×Kyo Today vol.4
日時： 2014年1月27日（月）

 開場18:30 開演19:00
会場： 講堂
出演： 木下知子（ヴァイオリン）、小峰航一

（ヴィオラ）、ドナルド・リッチャー（チェ

ロ）、石丸美佳（コントラバス）、中川
佳子（フルート）、高山郁子（オーボ

エ）、鈴木祐子（クラリネット）、中野陽
一朗（ファゴット）、小椋順二（ホルン）

料金： 一般前売1,800円／当日2,000円
 学生1,000円（前売・当日共）

チケット取扱：京都芸術センター、チケッ
トぴあ（Pコード：214-183）

  ※ウェブサイト申込フォームでの予約可

第232回 市民狂言会
日時： 12月6日（金）

 開場18:30 開演19:00
会場： 京都観世会館（左京区）

演目： 栗
くり

焼
やき

、因
いな

幡
ば

堂
どう

、月
つき

見
み

座
ざ

頭
とう

、膏
こう

薬
やく

煉
ねり

出演： 茂山千五郎、七五三、正邦ほか
料金： 前売2,500円／当日3,000円

第233回 市民狂言会
日時：2014年3月7日（金）

 開場18:30 開演19:00
会場： 京都観世会館（左京区）

演目： 牛
ぎゅう

馬
ば

、法
ほう

師
し

ヶ
が

母
はは

、文
ふみ

山
やま

立
だち

、音
おん

曲
ぎょく

聟
むこ

出演： 茂山七五三、あきら、千三郎ほか
料金： 前売2,500円／当日3,000円

チケット取扱：京都芸術センター、大丸京
都店、高島屋京都店、京都観世会
館、チケットぴあ（Pコード：〔第232

回〕 431-314、〔第233回〕 433-507）

※団体券2,200円（20人以上）は京都芸
術センターにて販売

※チケットぴあで取扱いのチケットは、
電話、ぴあ窓口、コンビニエンスストア

（セブン・イレブン、サークルＫサンクス）の専
用端末などからご利用いただけます

　WEB：http://t.pia.co.jp
 TEL：0570-02-9999
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「シネマ・モデル」と綴られた看板を横目に展示室に入

ると、幾台かの映写機が壁面に映像を投影している。こ

れらの映像作品は、詩人から出発しつつも美術の領域に

おいて複合的なメディウム実践を行ったマルセル・ブロー

タースによるもので、彼が1970年にデュッセルドルフの地

下室―彼はそれを「シネマ・モデル」と名付けた―で

行った上映会に集められたものである。彼は1968年から

72年にかけて、虚構の美術館を仮設し美術制度を批判的

に検証するプロジェクト「近代美術館 鷲の部」を断続的に

行っており、1971年にはこのスペースにその「シネマ・セ

クション」を開設することとなる。展覧会『映画をめぐる美

術―マルセル・ブロータースから始める』は、ブローター

スによる「近代美術館」を美術館の内に仮設することから

始まるのである。

ただし、本展が目指すのはブロータースを回顧すること

ではなく、彼を糸口として90年代以降の美術家による映像

作品を映画との関係において紹介することである。ブロー

タースから、シンディ・シャーマン、アンリ・サラ、やなぎみ

わ、田中功起などの映像作品へと展開する本展（および展

覧会図録）において、ブロータースは、彼／彼女らの美術作

品が映画をいかに参照してきたのかを捉え直すための参

照点の役割を担っている。しかし、本展がブロータースか

ら始めていることの意義はそれだけではない。というのも、

本展の副題は、70年代以降アメリカの美術批評を牽引し

てきたロザリンド・クラウスが、90年代末から展開している

一連の議論を想起させるからである。クラウスは著書『北

いつものつぎはぎの引幕が開くと、そこは列車内、20

人の乗客が押し合いへし合いしている。のっけから、懐か

しの歌謡曲を使ったギャグを連発、所狭しと踊りだす。ア

ンサンブルなんて上品な言葉では表せない、万歳一座流

の群衆芸とでも言うべきか。毎度おなじみの馬鹿馬鹿しさ

での幕開けである。

いつもと同じように走る電車。でも少し違うと乗客は気

づく。夜なのに車窓から明かりが一つも見えない。自分の

疲れた顔が映るだけ。乗り間違えたのか。どこへ向かって

いるのか。ふと見上げると、満月があった。満月の夜には

いつもと違う何かが起こるらしい。ここは現実なのか誰か

の夢の中なのか。もしかしたらこの暗さは、海の底を走っ

ているからなのかもしれない。

というように、乗客同様観客も訳が分からないうちに物語は

進んでいくが、やがて軸は一人の中年男（荒谷清水）に絞られ

ていく。ここは、傷だらけで眠っているこの男の夢の中ではな

いか。あるいはその夢の中で見ている夢、二重の夢の中なの

かもしれない。いずれにしても夢だから、何が起こってもおか

しくない。劇中劇のように乗客が夢の中の人物を演じていく。

たとえば、減量に悶え苦しむビキニ姿の男たち。気持

ち悪さとおかしさの半 で々、観客席も盛りあがる。はっきり

言って物語上はまったく必要のない役だが、心底くだらな

いことを大の大人が真剣にやっているという事実、そこに

清 し々さを覚えてしまう。どうお洒落に繕っても演劇なんて

海航行』（1999年）において「ポストメディウム」という概念を

提起し、モダニズム以後におけるメディウム概念の理論的

な再構築を試みている＊1。芸術はそこで用いられているメ

ディウムに固有の物質的性質を追求すべきというクレメン

ト・グリーンバーグのメディウム理解を批判し、クラウスは、

メディウムを物質に還元するのではなく、それを用いた芸

術実践を可能にする一連の慣習として捉え直し、メディウ

ムが他のメディウムとの重層的なうつしあいの中で同一化

すること無く常に差異化し続ける様を強調するのである。

興味深いことに、クラウスがこうした議論を始める糸口と

しているのが、他ならぬブロータースなのである＊2。

そのことを踏まえ改めて本展に出展された作品を振り返

るならば、そこにポストメディウム的な状況、つまり、ある

メディウムが別のメディウムを通して再発見され差異化さ

れる様に気付かされるだろう。さらに敷衍するならば、モ

ダニズム美学に由来する近代美術館という場において、

ときに数十分に渡る映像作品の観賞を観客に強いる本展

は、映画館というメディウムを通して美術館を差異化し再

発見しようとする試みとさえ言えるかもしれない。美術制

度を批判的に検証しようとしたブロータースの実践から始

めることで本展は、映像作品が増加する今日の状況にお

ける美術館の在り方を自らに問いなおしているのである。

所詮ごっこ遊びだと示しているようにも思えて痛快。

中年男は記憶を失っているが、実はボクサーだったよう

だ。ただ、戦歴は0勝0敗64分というもの。彼は負けもしな

いが勝ちもしない、勝とうとすることから逃げた男だった

（64は作者内藤の作品数だろうか？）。と思いきや場面は港町の

夏祭りにかわり、船乗りたちの話になる。男は沈没船から

真っ先に逃げ出した船長だったのだろうか。いや、そもそ

もこれは別人の夢なのかもしれないし、もっと言えば、夢な

んかじゃなくて、この変な世界こそ現実なのかもしれない。

まるで海底を這っているような、行先不明の列車。これ

は社会の暗喩だろうか、なんてことを思って見ていると、

運転士がいないことが明らかになる。中年男は実は逃げ

出した運転士だったか。敵前逃亡、無責任な運転士。列

車が現実のこの世界なら、逃げ出した運転士は―？ 心

当たりのある観客は、そこに自分の姿を見てしまう。

中年男はついに運転席に戻ろうとする。が、「運転の仕

方を忘れちゃった」「困っちゃうなー」というまさかのオチ。

逃げ出している自分の姿を見せられてハッとさせられたか

と思うと、まさしく夢から覚めたようにパッと終わる。もう

少し男の葛藤を見せてほしかったと思いつつも、これまで

の馬鹿馬鹿しさのせいか、これから先は観客自身の問題

だからか、物足りなさはそれほど感じない幕切れだった。

（10月30日観劇）

はやしだ あらた／大学非常勤講師●今月からレビューを担当することに
なりました。専門は写真史／写真論ですが、幅広いジャンルを取り上げ
ていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

まさき よしかつ／大阪大学招聘研究員●電車に乗ると遠くの山なみば
かり眺めます。六甲山地、北摂山系、生駒山地、金剛山地。好きなシル
エットは二上山です。これからの季節、朝日を浴びた二上山は実に神々
しいです。

美術館と映画館の
あわいで

逃げ出した男の夢

美術

演劇

『映画をめぐる美術
―マルセル・ブロータースから始める』
9月7日（土）－10月27日（日）

京都国立近代美術館南河内万歳一座 『満月～みんなの歌シリーズより～』
10月30日（水）－11月4日（月）

インディペンデントシアター2nd（大阪市）

林田新

正木喜勝

関西圏の公演•展覧会について、
若手レビュアーが月替りで執筆します。

E V E N T  C A L E N D A R　12 / 1 ▲ 12 / 31

図書室休室日：12月27日（金）

よしもと ひですみ／音楽ライター●コンゴのゲットー地区発の大所帯バンドJUPITER&OKWESS 
INTERNATIONALの日本盤CDの解説を執筆しました。今年に発表されたアフリカ音楽の中でも出色
の作品なので、ぜひご一聴を。

「datamatics」シリーズ（06年～）では現代社会の中の不可視なデータを知覚す

る可能性を探究し、「test pattern」プロジェクト（08年～）ではテキスト／音／写真

／映像をバーコードやバイナリー・パターンに変換するシステムを開発するなど。

電子音響と映像メディアを駆使して圧巻のステージを繰り広げてきた池田亮司

が昨年にスタートさせた新シリーズ「superposition」は、近年に研究が進む量子

力学や量子情報理論が迫る世界を自らのアート・フォームで表現することに挑ん

だもの。これまでに物質の最小単位とされてきた原子や、情報の最小単位である

ビット（0または1）よりもさらに小さい単位である“量子”。従来の科学認識のみなら

ず、人間のあらゆる知覚や概念までも覆すことになるだろうキュービット（量子ビッ

ト）の世界へと誘う“旅”のような今回のパフォーマンスは、これまでの池田作品の

集大成とも言えるカラフルでシンフォニックなものだった。

「われわれが原子より小さな粒子を観察しようとするとき、その位置と速度を同

時に知ることは不可能」（本人の公演解説文より）とされており「人間の理解を永遠に

超えたものかもしれない」存在である量子。冒頭で22面のスクリーンに次 と々映さ

れた量子のCG映像は、われわれの実在する世界の最小単位でありながらも果て

しない宇宙空間を想起もさせた。スペース・トリップのようなスーパー・インナー・

トリップ。鮮烈な音と映像でともかく量子の存在を認識すると、ステージ上には

池田の作品では初となる2名の生身のパフォーマーが現れ、中央に用意された大

テーブルの両サイドに分かれてモールス信号でテキストを打ち合ったり、音叉を

鳴らし合ったり、小さな球状のモノを転がしたりしながら様 な々音を発していく。そ

れらの“演奏”された音の波形、文字などはすべてリアルタイムでスクリーン上に

データ化されて表示されながら記録され、過去の新聞のアーカイヴなどのさらな

るインプットを経たところで、2人は集めた膨大な乱数表のようなデータを解析し、

科学や宗教などに関する見解をシンプルな英文でレポートする。そしてクライマッ

クスは、アッパーかつダンサブルな電子音響トラックに合わせて22面のスクリー

ンが別々の音域の強弱を表示する光と音のカオスへ。モノクロで視覚化された音

の波形やモールス信号などの過去作品の手法に、こちらも初となったカラー映像

なども盛り込みつつ、かなりヴィヴィッドに量子の世界を“体感”させてくれた。

特に印象に残ったシーンを挙げるなら、パフォーマー2人がデータ解析を行うく

だりで、ランダムな文字列を眺めながら特定の文字を黒いマーカーで塗り潰した

りと実にアナログな作業を行っていた場面だろうか。最新のコンピューターなど

によって量子のことがより明らかになってきたとしても、そこに法則性などを見い

出だせるか否かは結局のところ人間次第というか。複雑な数学／物理的理論や

テクノロジーなどを応用していても、池田の作品が常にそれらと対峙する“人間”

を表現することに重きを置いていることにも改めて強く気付かされた。

（10月25日鑑賞）

“量子”に迫った
音と映像のシンフォニー

音楽

池田亮司 『superposition』
10月25日（金）－26日（土）

京都芸術劇場 春秋座

吉本秀純

＊1 Krauss, Rosalind. A Voyage on the North Sea: Art 
in the Age of the Post-Medium Condition, London: 
Thames & Hudson, 2000

＊2 『北海航行』という本書のタイトル自体がブロータースの作品
《A Voyage on the North Sea》（1947年）に由来したもの
である。

マルセル・ブロータース 《シネマ・モデル》 1970年 （京都国立近代美術館での展示風景）

撮影：河田憲政　ⓒEstate Marcel Broodthaers

撮影：福永一夫

撮影：谷古宇正彦

新incubation5 生田丹代子×佐々木友恵 『時
と

代
き

をかさねる —心と技—』
［関連企画］ 対談 出展作家×米原有二 「素材へのまなざし」

明倫レコード倶楽部 其ノ49
「クリスマス特集」

フェルトシュテルケ・インターナショナル2014応募説明会

素謡の会・関連企画 「観能ツアー《定
てい

家
か

》《船
ふな

弁
べん

慶
けい

》」

明倫茶会 「濱田家のもてなし」（申込受付終了）

五感で感じる和の文化事業 月イチ☆古典芸能シリーズ
第6回 「島原文化を知る～輪違屋を通して～」

D
ダンス

ance 4
フォー

 A
オール

l l 2013
ワークショップ

［明倫WS］ 江畑芳 「光の実験」

［共催］ F#の部屋─声によるサウンド・インスタレーションの試み（11/29－12/1）

［共催］ 英ゆう 『外を入れる。vol.2』（11/29－12/14）

［共催］ 英ゆう 『外を入れる。vol.2』 ［関連企画］ 茶室 de 野点 ［共催］ 大人と子どもの 日本舞踊体験教室［共催］ 京都こども能楽囃子教室

［共催］ あれがあって、こうなって─アーティストの成長をめぐるトークイベント

［明倫WS］ 夕暮れ社 弱男ユニット 「〈走る〉身体の思考回路の探検」

［明倫WS］ このしたやみ 「からだで本をよむ 4」

伝統芸能ことはじめ講座編 「名作から知る伝統芸能の楽しみ方」
第５回 《仮名手本忠臣蔵》
KAC Performing Arts Program 2013 / Contemporary Dance
ダンサーが語る 第4回 余越保子

新incubation5 生田丹代子×佐々木友恵 『時
と

代
き

をかさねる —心と技—』（11/22－12/26）

KAC Performing Arts Program 2013 / Contemporary Dance 中村恩恵 新作公演 『Inner Garden』

『Inner Garden』 ［関連企画］ 渡辺レイ ダンスワークショップ

休館日（2014年1月4日まで）

［共催］ 鴎座 cleansed project 04 『Viva Death』

sun mon tue wed thu fri sat sun mon tue wed thu fri sat sun mon tue wed thu fri sat sun mon tue wed thu fri sat sun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

tuemon
3130
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あったジャン・ローが市役所でニュイ・ブランシュに

かかわっている知りあいに話をつけてくれた。

　まずは夕方7時から市役所での歓迎レセプシオ

ン。といっても儀式はなにもなく、シャンパーニュが

ふるまわれ、ドラノエ市長はすでに各会場回りをはじ

めているらしく、そのかわりに芸術文化担当の副市

長が集まった全員と握手して回るくらい。私は京都

市役所のなかにもつい最近まで入る機会はなかっ

たけれど、ましてやパリの市役所ははじめて。ちょう

ど日没の頃で窓からは川を隔ててノートルダム寺院

が見えた。

　シャンパーニュは2杯にとどめて、さてやっと会

場へと向かおう。まずは市役所の裏手にある別館
（いやその前に市役所の中庭で映像も見た）。そのあとは

マイクロバスが用意してあり、フランス以外でニュ

イ・ブランシュを開催している国から来た関係者を

15人くらいの集団にわけて市内の会場を案内して

もらう。外国はヨーロッパで12都市、それ以外に16

都市が時期のちがうところもあるが参加している。

私のグループではリガ（エストニア）やシンガポール

からきた、老若の学芸員やコーディネーターたちと

いっしょになった。

　サン=ポール、サン=テュスタシュの各教会（後者

では40個ばかりの電球をつけた何本かのコードが高い天
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国境を超える、若い才能求む！

フェルトシュテルケ・インターナショナル2014
Feldstärke International 2014

2年越しのプロジェクトがついに、動き始めます。

フェルトシュテルケ・インターナショナルは、学生を対象とした、国

際的な相互理解を目指す先駆的プロジェクト。ドイツ・エッセン、フラン

ス・マルセイユ、京都の3つの都市のアートセンターが会場となります。

各都市から選ばれた10名・全30名の学生が、それぞれの都市に1週間

ずつ滞在し、それぞれの地域特有の時事問題をテーマとする作品を共

同で制作します。ポイントとなるのが、ジャンルや大学を問わず、学生を

広く募集し選考を行うという点。違った価値観を尊重することができ、意

欲のある20歳以上の学生であれば、誰でも応募することが可能です。

異なる都市の学生の中から４～５人のグループをつくり、対話を重ね、そ

れぞれが培った技術・経験を持ち寄って共同制作をすることで、相互理

解を結実させていきます。最終的な成果発表は、学生たちの個性と、グ

ループでの対話によって多彩なスタイルとなることでしょう。

これまでヨーロッパ諸国や米国、オーストラリアなどの国 で々も開催

されてきた「フェルトシュテルケ」ですが、東アジアでの開催は今回が

初めてのこと。2010年ごろから韓国や日本の他の都市をリサーチして

いたエッセンのアートセンター、PACT Zollverein（パクト・ツォルフェライ

ン）のディレクターは、長い歴史を持ち、様 な々文化活動が繰り広げら

れている京都に惚れ込んだそうです。「ぜひ京都で開催したい」との話

を約1年前に受け、パートナーとしてこの先駆的なプロジェクトを京都

芸術センターが共同開催することとしました。もうひとつのパートナー

として選ばれたのがフランス・マルセイユにあるmontévidéo（モンテビ

デオ）。元壁紙工場の建物を利用して作られたアートセンターです。

日本では、異なる言葉・文化をもつ相手と深く対話する機会はなか

なか得られません。このプロジェクトに参加する学生は、国境・分野・

文化・言語といった様 な々境界線を超えてコミュニケーションをはかる

こととなります。また、課題を形にしていく中で、新しい共同制作スタ

イルの創出、柔軟な発想のできる若手の育成、人とつながる国際的な

ネットワークの形成など、多くの可能性が広がることでしょう。

プロジェクト名「フェルトシュテルケ」とは、「電界強度（＝場における電

界・磁力の強さ）」という意味。異なるものが出会うことで生まれるエネル

ギーや、そこから生まれる関係性の強さをイメージしてつけられまし

た。かつて炭鉱の町として栄えたエッセンの広大な土地の中にたたず

むPACT Zollvereinと、地中海の青い海と空を望む港町マルセイユの

町の片隅にあるmontévidéo。そして、祗園祭の鉾町という、伝統が色

濃く息づく街に位置する京都芸術センター。異なる特徴をもつ3つの

都市を巡る仲間との旅は将来を担う若者たちにどう響くでしょうか。

応募は2014年1月10日（金）まで。熱意ある学生からの応募をお待

ちしています。

ようやく実現した今回のプロジェクトは、学生を海外へ連れて行くというセンター
初の試みとなります。関係者との打合せ中、3つのアートセンターが奇しくもすべ
て2000年に開館していることがわかり、不思議な縁と、プロジェクトへの期待に
胸が高鳴りました。来年9月の京都滞在最終日にはプロジェクトの成果が公開さ
れますので、どうぞお楽しみに。 武本彩子（アート・コーディネーター）

PACT Zollverein  パクト・ツォルフェライン （エッセン／ドイツ）

2000年、ユネスコ世界遺産であるツォルフェライン炭鉱業遺跡群に設立された文
化施設。３つのスタジオ、大舞台、小舞台、ラウンジ等があり、ダンス、パフォーマ
ンスを中心とした現代的・国際的領域横断型アートのための活動を行う。

montévidéo  モンテビデオ （マルセイユ／フランス）

2000年に活動を開始した元壁紙工場を使用した文化施設。文学と音楽を中心に、
制作スタジオ、劇場、レジデンス施設等を有する。実験的な表現を支援し、芸術
家のための開かれたスペースとして様 な々イベントを行っている。

　その日の昼間も屋根なしの観光バスは走ってい

た。しかしさすがに乗っている客は少ない。2日前

には雨も降った。街路のマロニエも葉が枯れはじ

めるどころか、地面には実さえ落ちている。夏もつ

いに終わり。次の長い休暇はクリスマスまでない。

さみしいなあ…というあたりで、もう一度お祭りをや

ろうという気持ちになるのはわからなくもない。

　それでも前日までは、市内のあちらこちらの広

報板のモニターに「10月5日はニュイ・ブランシュ」

という表示が現れる以外にはなにも目にとまらず、

会った人とのあいだで話題になることもなかった。

当日になってメトロではやっと「本線は今夜1時か

ら5時まで運行している」というアナウンスが、各駅

に停車するごとにあった。あとで知ったのだが、動

ニュイ・ブランシュ─パリにて
富永茂樹

いていたのは私の乗った1号線のほかには5号線

だけ、しかもともに主要な駅に停車するだけであっ

たが、この東西と南北の2路線はバスティーユで交

差し、その十字を中心にいくつもの会場が集中して

いるのだった。

　数えまちがいでなければ、会場はパリの市内だ

けで135か所。そのほか周縁の郊外で18、そして

国内で7つの催しが行われていた。郊外の会場へ

行くには、メトロの2線に加えて、いくつも夜間バス

が出ているので不便ではなさそう。しかしそのうち

で一晩にどれだけ見ることができるのか。京都を出

る前にたいした「予習」もできてなかったので、ま

あ市内を気ままに歩いて回ろうかくらいに考えてい

たところが、写真家で芸術センターのレジダンでも

井から吊るしてあり、その傍らでパイプオルガンによる現代

音楽の演奏）、さらに3区のカロー・デュ・テンプルと

いう、第2帝政期に中央市場と同じ頃にでき、いっ

たんは壊されたが21世紀になってパリ市が復元し

て、展覧会から室内スポーツにまで使用している

多目的の施設。この晩展示されている作品はプラ

スティックの大蛇といったもので、なにもおもしろく

はなかったが、昔はじめてパリで暮らしたときには

すでになくなっていた中央市場の建築を思わせる

鉄骨の建物を見ることができたのはよかった。

　それだけですでに11時。あと近くで晩御飯。こん

な時間の食事はしんどいので、生ハムのサラダとワ

イン2杯だけにしたが、みんなはよく食べよく飲みよ

く喋り、それで深夜をすぎてしまう。そのあとまだオ

ルセー美術館とどこやらへ行く予定になっていたの

だが、ここで失礼してサン・ポールの駅まで歩きメト

ロで帰ることにした。カローから駅までのあいだ、た

くさんのカフェが開店していて、どこもたくさんの客

で賑わっていた。こんな時間なのに孫らしい子ども

をつれて歩いている老人ともすれちがった。ほとん

どがコートもなく荷物をもってもいない。近所の自宅

から出てきたという風情である。これがクリスマスの

休暇を待ちながら、ほとんど終わったヴァカンスの

名残を惜しんでいるパリの姿なのだった。

フェルトシュテルケ・インターナショナル2014
※応募方法・説明会など詳細はイベント情報（P2）をご覧ください

交通案内
○市営地下鉄烏丸線「四条」駅／

阪急京都線「烏丸」駅22番出口・24番出口より徒歩5分。
○市バス「四条烏丸」下車、徒歩５分。

開館時間
○ギャラリー・図書室・情報コーナー・

談話室・チケット窓口　　　　　 ……… 10:00－20:00

○カフェ ……………………………………………… 10:00－21:30
○制作室、事務室 ……………………………… 10:00－22:00

休 館 日
12月28日から1月4日
＊設備点検のため臨時休館することがあります。

〒604-8156
京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2
TEL：075-213-1000　FAX：075-213-1004
E-mail：info@kac.or.jp　URL：http://www.kac.or.jp/
　  twitter：@Kyoto_artcenter
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