
program プログラム

アジア的身体について 1
1.24 sat 15:00－18:30
参加費：2000円
● 映像上映・レクチャー：石井達朗
「祭祀とトランス
―バリ島村落の隠れた世界を探る」
● パフォーマンス（試演会）：
鯨井謙太郒、藤田陽介、鮫島圭代
「音・身体・墨―共鳴からうまれる滲み」（仮題）
●トーク：
石井達朗、鯨井謙太郒、藤田陽介、鮫島圭代、
生西康典、大倉摩矢子、大久保裕子 他
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アジア的身体について 2
1.25 sun 13:00－16:30
参加費：2000円
＊プログラム2＋3：3000円
● 映像上映・レクチャー：武藤大祐
「踊る身体――呼吸・眼差し・政治」
● デモンストレーション：金宜伸（キムウイシン）
「ベリーダンスと韓国舞踊」
●トーク：
武藤大祐、キムウイシン、生西康典、
大久保裕子 他
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アジア的身体について 3
1.25 sun 17:30－21:00
参加費：2000円
＊プログラム2＋3：3000円
● 映像上映・レクチャー：佐藤剛裕
「チベット密教舞踊における反スペクタクル」
● パフォーマンス（試演会）：フルハシユミコ
「モンゴルの伝統音楽―モリンホール
（馬頭琴）とオルティンドー（長い唄）」

●トーク：
佐藤剛裕、フルハシユミコ、生西康典、
大倉摩矢子、大久保裕子 ほか
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
山崎広太 ダンス・テクニッククラス
1.26 mon 19:00－21:00
1.27 tue 19:00－21:00
参加費：1クラス 2000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
パフォーマンス・ラボ
1.30 fri 19:00－21:30
1.31 sat 18:00－20:30
観覧参加費：無料｜上演参加費：3000円（要申込）
●ショーケース：
公募によるパフォーマー（1回3組予定）
●講評 進行・アドバイザー：山崎広太

whenever wherever festival 
white 2015 
pre-event

1.24-31 morishita studio

ダンスフェスティバル“ウェン・ウェア・フェス”は、2015年秋、4名のキュレーター制によるwwfes whiteとして新たに始動します

そのテーマ「不可視の身体」に、「アジア的身体について」と題して補助線を設け、wwfes white 2015プレイベントを行ないます

映像上映・レクチャー：石井達朗、武藤大祐、佐藤剛裕

試演会：鯨井謙太郒＋藤田陽介＋鮫島圭代、フルハシユミコ

デモンストレーション：金宜伸（キムウイシン）
映像上映・レクチャー 企画：生西康典｜試演会 企画：大倉摩矢子｜音響：長尾悠市｜協力：美学校

｜同時開催｜
● ショーケース・講評

   パフォーマンス・ラボ（アドバイザー：山崎広太）─［ショーケース参加者募集］

● クラス 山崎広太 ダンス・テクニック

主催：ボディ・アーツ・ラボラトリー｜助成：公益財団法人セゾン文化財団

wwfes white 2015  不可視の身体｜プレイベント｜
アジア的身体について
映像上映・レクチャー＋試演会＋トーク

アジア的身体とは？　

生西康典（演出家｜wwfes white 2015キュレーター）

2013年の春、文化人類学者で在家密教行者の佐藤剛裕さんに、彼がネパール山
間部のチベット文化圏に滞在して修行しているとき撮影してこられたマニ・リ
ンドゥ祭でのチベット密教舞踊の映像を見せて頂いた。この仮面劇を見ると、
インド、チベット、韓国、日本など広大なアジアの文化圏の連なりというものが
一目瞭然であるように思われました。
この事が契機となり、今回、アジア圏のシャーマニズムや舞踊などに詳しい識
者の方々を招いて、資料映像を見せて頂き、レクチャーをしてもらうことを企
画しました。
「アジア的身体について」と大風呂敷を広げてみたものの、その企画者である自
分自身が、今回の登壇者の一人である武藤大祐さんに問い直されて初めて「ア
ジア」と「身体」がどう接続されるのか、きちんと考えたこともなかったことに
気づきました。

最近、西洋と東洋での視点の違いに思いをはせることがありました。
コルビュジエが設計したラ・トゥーレット修道院についての本を見ていたとき
のこと。彼に仕事を依頼したアラン神父が設計図を見ている写真が掲載されて
いました。床に図面を置き、直立して、それを俯瞰から見下ろしている神父の
姿。僕はこの見方に衝撃を受けました。これがひとつの西洋的なものの見方の
典型ではないかと。
では、対する東洋的なものの見方は何かと考えた時に思い出したのは、版木に
額が擦りつくくらい顔を近づけて彫っている棟方志功の姿でした。限りなく対
象に近づき、全体が見えていないはずなのに、不思議と全体は調和していく。

私見ですが、西洋では一点に集中していく消失点の存在する遠近法を持ち、唯
一の神と対話を重視します。そして教会では残響音が重視されるそうです。残
響を聞く意味は多様にあると思われますが、ひとつには自身が存在する空間の
広さを把握し、全体を捉えること。それは空間への身体の存在のさせ方を指し
示していると思います（自然界でも、鳴き声を遠くまで響き渡らせる反響とい
う音響効果は、多くの動物たちにとっても魅力的であると言われています）。
東洋では霊的な存在が空間に無数に遍在し、視線が決して一点に集中すること
はありません。そして音は空間の広さを指し示すのではなく、むしろ大気に溶
けていくように感じます。そして、その音は消えるわけではないのです。鳴って
いる音だけではなく、その間の沈黙をも音楽と聞き取ることとも、このことと
無関係ではないと思います。

西洋と東洋という比較は、ざるな議論でしかないとは思います。アジアとひと
くちに言ったところで、あまりに広大なのです。ですが、そのアジアの極東に位
置する島国に住む自分のことを思い返してみても、知らず知らず西洋の基準が
規範になっています。そして東洋、アジアというと、途端にオリエンタリズム
や、フォークロアの範疇に入れられてしまうのです。このことは身体表現の世
界を見ても感じることだと思います。
今回は「アジア的身体」がテーマですが、そうした自分の立っている足元につい
ても、改めて考察することになるはずです。これは2015年秋に開催予定のwwfes 

whiteのテーマである「不可視の身体」へも繋がっていくことでしょう。

写真（左上から）:
石井達朗

─
鯨井謙太郒

藤田陽介
鮫島圭代

─
武藤大祐
金宜伸
─

佐藤剛裕
フルハシユミコ

─
生西康典
大久保裕子
大倉摩矢子
田村友一郎
木内俊克

─
山崎広太



アジア的身体について 1
1.24 sat 15:00－18:30

参加費：2000円

● 映像上映・レクチャー

「祭祀とトランス
―バリ島村落の隠れた世界を探る」
石井達朗（舞踊評論家）
観光地として有名なバリ島は、世界にも
例のない儀礼の宝庫です。そこで憑依と
も脱魂ともいえる激しいトランスが起こ
ることがあります。いったいそれは何な
のか。なぜそれは起こるのか。どうそれを
解釈すればいいのか。もしかしたら身体
の創造活動の原点がそこにあるかもしれ
ません。実際の記録映像を見ながら考え
ます。
● パフォーマンス（試演会）

「音・身体・墨―共鳴からうまれる滲み」
（仮題）
鯨井謙太郒郒（ダンス）、藤田陽介（声、自作
パイプオルガン）、鮫島圭代（墨絵）
音のバイブレーション。踊り手の鼓動。墨
の粒子一粒一粒に宿る生命の脈動。それ
らが交感し、共振し合うことで生まれる
新しい感覚や響きは、墨の滲みのように
私たちの周りを染めるでしょう。（wwfes 

white 2015にむけての試演会）
●トーク

石井達朗、鯨井謙太郒郒、藤田陽介、鮫島圭代、
生西康典、大倉摩矢子、大久保裕子 他

アジア的身体について 2
1.25 sun 13:00－16:30

参加費：2000円

（プログラム2＋3：3000円）

● 映像上映・レクチャー

「踊る身体――呼吸・眼差し・政治」
武藤大祐（ダンス批評家・振付家）
踊りの数だけ、体もある、といえます。あ
る踊りを身につけることは、ある体の捉
え方を手に入れることでもあるからで
す。肉や骨、呼吸やエネルギー、音楽、さら
には信仰、自然環境、社会構造、市場の働
きなども視野に入れつつ、アジアで踊る
身体を考えます。エジプトから日本まで、
ミクロかつマクロに見ていきしょう。
● デモンストレーション　
「ベリーダンスと韓国舞踊」
金宜伸（キムウイシン）（ダンサー）
ベリーダンスと韓国舞踊を両方踊れるキ
ムウイシンさんに、デモンストレーショ
ンをして頂きながら、体の捉え方・使い方
の違いを聞きます。どこをどう感覚しな
がら、どこをどう動かしているのか？　
身体を分節化する上で欠かせない言葉の
働きにも注目します。
●トーク

武藤大祐、キムウイシン、生西康典、
大久保裕子 他

アジア的身体について 3
1.25 sun 17:30－21:00

参加費：2000円

（プログラム2＋3：3000円）

● 映像上映・レクチャー

「チベット密教舞踊における
反スペクタクル」
佐藤剛裕（チベット文化史研究）
チベット密教舞踊は、大寺院では寄進を
募るための見世物としての性格を帯びて
いったが、僻地の村落共同体においては
祭祀や修行法としての本来の役割を保ち
つづけた。それらを映像資料を交えて比
較検討しながら、反スペクタクルの方法
論を探る。
● パフォーマンス（試演会）

「モンゴルの伝統音楽―モリンホール
（馬頭琴）とオルティンドー（長い唄）」
フルハシユミコ
（シンガーソングバトキ〔馬頭琴〕ニスト）
モンゴルの伝統的な民族音楽に於いて、
モリンホール（馬頭琴）とオルティンドー
（長い唄）は重要な役割を果たしていま
す。神事や祭りごと、草原での生活と深く
結びついており、現在もモンゴル民族の
文化やアイデンティティの象徴となって
います。
●トーク

佐藤剛裕、フルハシユミコ、生西康典、
大倉摩矢子、大久保裕子 他

パフォーマンス・ラボ
1.30 fri 19:00－21:30

1.31 sat 18:00－20:30

観覧参加費：無料

● ショーケース：

公募によるパフォーマー（1回3組予定）
● 講評 進行・アドバイザー：山崎広太
現在創作過程の作品をショーイングして、
観客ともどもフィードバックを行ない、感
想を交換するプログラム。作品を多角的に
フォーカスすることで、より一層強化する
道筋を探ることを目的とします。フェス期
間中、下記の日時、スタジオを稽古に使用
することができます（希望多数の場合、要
調整）。2日間で6組予定。

［パフォーマンス・ラボ 応募方法］
件名を「パフォーマンス・ラボ応募」とし
て、（1）活動歴と電話番号、（2）インター
ネットにアップロードした作品映像（部
分でも可）のURL、（3）スタジオ使用希望
の場合、第三希望までの日時をメールで
お送りください。採択の基本は先着順で
すが、応募多数の場合は審査になります。
結果発表は、1月10日予定。
● 応募締切：2015年1月5日
● 上演参加費：3000円
● 応募先：bodyartslab@gmail.com   

※詳細は応募後、返信メールでお知らせします。

石井達朗｜Tasturo Ishii
舞踊評論家。ニューヨーク大学（NYU）演劇科ブ
ライト研究員・同パフォーマンス研究科ACLS研
究員などを経て慶応大学名誉教授、愛知県立芸
大非常勤講師。関心領域として、サーカス、アジ
アの身体文化、ポストモダンダンス、ジェンダー
／セクシュアリティとパフォーマンス。著書に
『身体の臨界点』『男装論』『ポリセクシュアル・ラ
ヴ』『アクロバットとダンス』『サーカスのフィル
モロジー』『異装のセクシュアリティ』ほか。

鯨井謙太郒郒｜Kentaro Kujirai
オイリュトミスト、ダンサー。仙台市生まれ。10
代の頃は暴走族に入り風俗業を営む傍ら、日々
詩作に耽る。21歳で上京し、笠井叡に師事する。
オイリュトミーシューレ天使館第三期生。Akira 
Kasai Companyの一員として、《ハヤサスラヒメ》
《蝶たちのコロナ》など、国内外の様々な公演に
出演。2010年、自身と定方まことによるユニッ
ト、CORVUS［コルヴス］を結成し、舞台公演や
ワークショップ活動を精力的に行なう。近年は、
詩人、画家、音楽家とのコラボレーションなど、
ジャンルを超えた活動を展開している。

whenever wherever festival 

white 2015　不可視の身体 
［2015年秋開催予定］

―人は目に見えるのものではなく、

目に見えないもので、より繋がっている

● キュレーター：

生西康典（演出家）
大久保裕子（アーティスト／ダンサー）
大倉摩矢子（舞踏家）
田村友一郎（写真・映像）
● 空間デザイン：木内俊克（建築家）
｜同時開催｜
BALパフォーマンス・プログラム（予定）

www.bodyartslabo.com

山崎広太 
ダンス・テクニッククラス
1.26 mon 19:00－21:00

1.27 tue 19:00－21:00

参加費：1クラス 2000円

ニュートラルな身体の状態から、重力と
反重力を使用し、筋膜の知覚を通して
ムーブメントへと繋げて行く。関節を弛
緩することが、外に拡張しながらも身体
の中心軸に戻ってくるような動きをもた
らす。余り、筋肉を使わない状態でスムー
ズかつ複雑なムーブメントへと身体を適
応させていく、身体の知覚を意識した山
崎のソマティック・プラクティスとテク
ニック・クラス。

 
● スタジオ・スケジュール

● 1.21 wed｜A｜B｜C ｜
● 1.23 fri｜A｜B｜C｜
● 1.26 mon｜A｜B'｜ 

● 1.27 tue｜A｜B'｜
● 1.28 wed｜A｜B｜C｜ 

● 1.29 thu｜A｜B｜C｜ 

─
A 13:00－16:00（3h）
B 16:00－19:00（3h）
B' 16:00－18:30（2.5h）
C 19:00－22:00（3h）

photo by Shintaro Ono

ticket 参加申込方法

各プログラムのご予約は、予約フォーム、
または、E-mailよりお申込みください。当日
参加受付予定ですが、定員に限りがあるた
め、事前のご予約をお願いいたします（参
加費は当日清算）。
※「パフォーマンス・ラボ」応募の方は、左記の

「応募方法」に従ってお申込みください。

●予約フォーム
www.bodyartslabo.com/wwfes2014/festival/form

●E-mail

bodyartslab@gmail.com（wwfes事務局）
＊事務局の返信をもって予約完了。

＊E-mailの場合、以下の事項をご記入ください。

1. プログラム名｜2. 日時｜3. 人数｜4. 氏名（ふ

りがな）｜5. 連絡先（電話番号）

access 会場

森下スタジオ A

東京都江東区森下3-5-6 1F

● 地下鉄都営新宿線・都営大江戸線
「森下駅」A6出口より徒歩5分

藤田陽介｜Yosuke Fujita
音楽家。2009年、空想を具現化した完全自作のパイ
プオルガンを製作。ふいごからパイプまで全てを
一人で作り上げたそのオルガンは、構造や演奏方
法の全てが特異であり、鍵盤すら持たない。また
一貫して声の表現者であり、ホーメイをはじめ、
世界中のプリミティブな歌唱法を独学で取り込
み、自らの歌唱法として展開。ルイジ・ルッソロの
考案した騒音楽器「イントナルモーリ」の復元や、
山川冬樹、Open Reel Ensembleなどとの共作パ
フォーマンス公演の制作なども行う。

鮫島圭代｜Tamayo Samejima
水墨画家、美術ライター。学習院大学美学美術史
学卒。大学１年時に禅僧・可翁の水墨画に魅了さ
れ、88歳の水墨画家・目黒巣雨に入門。セツ・モー
ドセミナーでデッサンを学ぶ。ロンドンの美大
に留学。渡英して間もなくライブペイント中に
スカウトされ、h.p.france、tomorrowlandなどで水墨
画を描いた洋服、着物を展開。2012年ドイツ、2013
年アメリカで個展。現地のダンサー、音楽家とコ
ラボ。また、美術館の音声ガイド、コラムの執筆、
翻訳を通じて、常に新しい芸術に出会う日々。

武藤大祐｜Daisuke Muto
ダンス批評家・振付家・群馬県立女子大学文学部
准教授。現在の研究課題は、20世紀のアジアを軸
とするダンスのグローバル・ヒストリーと、それ
をふまえた新しい振付の理論。共著 『バレエと
ダンスの歴史』（平凡社、2012）、論文「メッシュ
ワークとしての振付」（『群馬県立女子大学紀要』
第36号、2015）、「大野一雄の1980年」（同第33号、
2012）など。韓国のダンス月刊誌『MOMM』で時評
を連載。振付作品に《来る、きっと来る》（2013）が
ある。

金宜伸（キムウイシン）｜Ueishin Kim
ダンサー。学生ミュージカルを経験後、肉体への
関心から、フルコンタクト空手の道場に入門。初
段取得後に、再びダンスの世界へ。海老原美代子
の元、ベリーダンスを学ぶ。ショーや舞踊団公演
で経験を積む傍、蔵重優姫に師事し、自らのルー
ツでもある韓国の伝統舞踊を学ぶ。また、民族舞
踊・伝統舞踊に拘らず、多数の音楽家と共演し研
鑽を積む他、演劇・朗読・創作能・コンテンポラ
リーダンス・映像作品などにも出演。自らの心身
を憑代にして、踊る・舞う・唄う。

佐藤剛裕｜Goyu Sato
チベット文化史研究。中央大学大学院総合政策
研究科修士課程修了。インドおよびネパールの
ヒマラヤ地域で7年間におよぶフィールド・ワー
クを行う。チベット仏教ニンマ派の伝える密教
の他、宗派組織を超えて受け継がれてきたチュ
ウと呼ばれるシャーマニズムの名残を留める宗
教儀礼体系について研究。村の密教行者に弟子
入りしながら、チュウ舞踊の全演目映像アーカ
イブや手書き文書の翻刻出版による伝統保存活
動を行った。

フルハシユミコ｜Yumiko Furuhashi
シンガーソングバトキ（馬頭琴）ニスト。「聴く人
の心にとどく音楽を」との想いから、モンゴルの
民族楽器・馬頭琴やオルティンドー（モンゴルの
長い唄）のモンゴル音楽と、「都会に生きる孤独
と力強さを表現する」日本語のオリジナル曲を
歌ったり、演奏したりしています。第1回ジャン
ツアンノロブ日本馬頭琴コンクール入賞。モン
ゴルでの主な演奏：2009年ウランバートルの孤
児院でコンサート。2010年第2回、2012年第3回世
界馬頭琴フェスティバル。

生西康典｜Yasunori Ikunishi
演出家。1968年生まれ。近年は演劇とインスタ
レーションの狭間にあるような作品を送り出し
ている。作品：音の映画《おかえりなさい、うた　
Dusty Voices, Sound of Stars》（2013）、サウンド・イン
スタレーション《瞬きのあいだ、すべての夢はや
さしい》（2014）など。美学校：実作講座「演劇　似
て非なるもの」講師。

大倉摩矢子｜Mayako Okura
舞踏家。1977年岡山市生まれ。1999-2014年、舞踏
家大森政秀に師事し、天狼星堂舞踏公演に出演。
2001年よりソロ活動も開始。2004年、第35回舞踊
批評家協会賞新人賞を受賞。近年ではワーク
ショップ講師、様々な分野の表現者とのトーク
やライブパフォーマンス等でも活躍している。

山崎広太｜Kota Yamazaki
振付家・ダンサー。カンパニーKota Yamazaki Fluid 
hug-hug主宰。ベニントン大学ゲスト講師。1994年
バニュレ国際振付賞、2007年NYベッシー賞受
賞。2013年、Foundation for Contemporary Artアワー
ド受賞。新作《OQ》を準備中。BALディレクター。
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