音で観るダンスのワークインプログレスとは

はじめに

パフォーミングアーツと「障害」との関わり方について、イギリ

視覚に障害のある人たちが芸術を楽しむために、音により視覚

（ゼロ）
スでの事例をまとめた昨年度の volume０
に続き、今年度は

＊
情報を補助する
「音声ガイド」
。最近では、携帯電話のアプリで音

『音で観るダンスのワークインプログレス』を特集した volume１

声ガイドを聴きながら映画を観るなど、使われ方が広がっています。
音声ガイドは、視覚情報を音で置き換えることで、鑑賞する人

を発刊いたします。
『音で観るダンスのワークインプログレス』は、音声ガイドを視

の頭の中にさまざまなイメージを浮かび上がらせる手法です。そ

覚障害者を補助するだけではなく、障害の有無に関わらずダンス

んな音声ガイドをダンスという身体表現につけるとしたら、どんな

を新しい観点から見る手法と捉え、研究・開発することを目標に、

イメージや体験が生まれるでしょうか。

ワークショップ・研究会・上演＆トークを展開しました。詳細は、

それは、より多くの人が身体表現を楽しめるようになる状況を

巻末の一覧表も参照ください。

つくるだけでなく、視覚の有無を超えて、ダンスの新しい見方にも

また、今年度は上記の『音で観るダンス〜』以外に、昨年度に

つながるのではないか、というのが今回の試みです。

続き、イギリスにおいて障害者の文化へのアクセスの改善に長年

プロジェクトは、さまざまな実践者によるワークショップと研究

取り組んできた
「Shape Arts（シェイプ・アーツ）」
から講師を招き、初

会を経て複数の音声ガイドを開発し、観客はそれらの音声ガイド

級編と中級編という2 種のトレーニングを 2日間にわたって開催し

を聴きながらダンスを観るという形で発表を行いました。

ました。障害を捉える上で重要な考え方である「ソーシャル・モデ

本ブックレットは、道なき道を進んできたプロジェクトを振り返

ル」の考え方や、障害のあるアーティストとの働き方、あらゆる人

り、さまざまな考察やインタビューを交えながら、ダンスと音声ガ

が参加可能な事業の企画・運営の方法などについてワークショッ

イドのより良い関係のヒントを得ようとするものです。ウェブサイト

プ形式でのトレーニングを開催しました。

で公開されている記録映像とともにお楽しみください。

KAAT 神 奈 川 芸 術 劇 場では 2014 年 度 からパフォーミング
アーツと「障害」との関わりを模索しながら、自主事業にてワーク

*その他にも、音声解説やオーディオ・ディスクリプションなど、現状ではさまざまな呼び

ショップやシンポジウム、トレーニング、公演を展開してきました

方が混在していますが、このプロジェクトでは「音声ガイド」
としています。

が、まだまだ手探りの状態です。本ブックレットを通じて、当劇場

* 3 種類の音声ガイドつき記録映像は www.otodemiru.net でご覧いただけます。

と同じように模索されている公共ホールや公共施設の方々と小
さな一歩を共有できれば…と思います。
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すでに実績のあるイギリスの音声ガイドや、
普及が進んでいる映画の音声ガイド、
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もともと映像のない世界で展開する
ラジオ実況など、海外や他分野の現場において

日本における音声ガイドの
現状とダンス解説の実践から

音で伝えることを実践されてきた方たちを
講師に招き、構成した。
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イギリスの事例から

音声だけで体の動きを
説明するラジオの現場から

Prologue 1
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観客（視覚障害者）

イギリスの事例から

1. 情報を得る。チケット予約をする。
2. 開演時間より早めに劇場へ行き、
タッチツアー 1 ）に参加。

日 時｜2017年 7月19日（水）
、20日（木）10:30 – 17:30

3. ヘッドセットを受け取り、席に着く。

会場｜KAAT 神奈川芸術劇場 大スタジオ

4. 事前情報 2 ）を聴く。

講師｜ルイーズ・フライヤー、ゾーイ・パーティントン

5. 本番を楽しむ。

音声ガイド制作者
1. 二週間前くらいからリハーサルに
参加し、情報を収集する。
2. 得た情報をもとに公演紹介情報を
つくる。
（この舞台セットは触らせたいなど）。

5. 動画を見ながら文字化する。
6. リハーサルでガイドを合わせて

情報を提供する）

のディスカッションをベースに進められた。まず

- 動きに合わせて説明をする

最初に音声ガイドをつくる前提として、
「なぜ視

- 台詞にはかぶせない

覚障害者は舞台やダンスを見に行きたいと思う

- ずっと続けない（過度の情報は受け手の

のか」という問いかけから始まった。

何回か見て、公演の流れを覚える。

- 同時性を保つ（物事が起こっているタイミングで、

決め、告知する。
2. ガイドをつける演目が決まったら
する。客観性を保つためと、メイン
のダンサーが二人いるなら違う声
でガイドするとわかりやすい。
3. フィードバックのために視覚障害者

を受け取る。

イギリスの実践者を招いて二日間に渡り開催

1. どの公演に音声ガイドをつけるか

ガイド制作者を複数人ブッキング

3. タッチツアーの内容をリスト化する
4. 全体が映ったパフォーマンス動画

したワークショップ 1。ワークショップは参加者と

劇場

フィードバックをもらう。
7. 視覚障害者に実際に見てもらい、
フィードバックをもらいながら
調整し、本番に臨む。

を複数人ブッキングする
（その方がガイドの質が高まる）。
4. 劇場スタッフとカンパニーに
音声ガイドをつけることを周知する。
5. 制作者にパフォーマンスの映像を
提供する。
6. 脚本・プログラムも提供する。
7. ガイド制作者たちが見られる席を
確保する。

キャパシティオーバーを招く）

8. ガイド制作者をダンサーや演出家、
その他制作スタッフとつなげる。

視 覚の有 無に関 係なく、人 間 的な好 奇 心や

9. 何か質問があれば対応できるよう

知への興 味から体 験してみたいのではないか？

そして、観客／ガイド制作者／劇場の観点か

中途失明だとしたら失ったものを取り戻したいの

ら、公演に音声ガイドをつける際にやるべきことに

では？ さまざまな意見が出るなかで、
「目が見え

ついてレクチャーが行われた（右ページの表参照）。

にする。

公演に音声ガイドをつける際にやるべきこと

ない人は視覚以外の五感が鋭くなるから体に興
味を持つのでは」という意見にゾーイ・パティント

ワークショップはレクチャーだけでなく、ポスト

ンさんは「それは神話ではないかと当事者である

カードの絵を相手に見せずに説明する、一列に

わたし自身思っています。むしろ例えばわたしは、

並び前の人の動きから状況を想像し解説するな

視覚以外の方法でダンスに関わりたいという気

ど、エクササイズも交えながら進められた。

持ちがあるからです」と答える。科学的に正しい

二日目はオーディオ・イントロダクション（事前

部分もあるかもしれないが、すべての視覚障害者

情報）とダンス本編の音声ガイドを実際に書き、

をそう捉えるのは危険であると指摘する。

グループごとに上手く説明できているところや改

次に、音声ガイドとは「すべての人に平等に情

善点を講評。音声ガイドを単に視覚障害を持っ

報提供すること」と話すルイーズ・フライヤーさん

た人だけのものでなく、いろんな人たちが楽しめ

が、視 覚 障 害のさまざまな症 状やイギリスでの

るエンターテインメントのひとつという捉え方で

普及の現状について紹介。個々人のニーズに応

オープンに利用して欲しいと語った二人。イギリ

えるべくさまざまな形で情報を受け取ることがで

スの音声ガイドの概況を知るだけでなく、言葉の

きるようにすることの重 要 性を語った。これまで

選び方や制作スタッフとの協働の仕方、事前情

の経験から導き出された音声ガイドの基本的な

報の重要性など、経験にもとづいた実践的な情

原則を共有する。

報が多く得られる濃い二日間となった。
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講師プロフィール
1）

タッチツアー

視覚障害者がパフォーマンスの前にステージに上がって、
衣装や小道具を触ったり、パフォーマーとともに演目の鍵
となる動きを体験したりしながら、そのパフォーマンスの
概要や設定などの基本情報を知ること。
2）

オーディオ・イントロダクション

（パフォーマンスの事前情報）

ルイーズ・フライヤー｜1993 年にナショナルシアターが音
声ガイドを始めた頃から音声ガイドに携わる。BBC の音
声ガイドサービスや映画、ミュージアムやギャラリーのガ
イドの開 発まで幅 広く活 躍している。VocalEyesと共に、
イギリス国内のダンスやオペラ含む舞台芸術のガイドを
行う他、国内外で講義も行う。著書に『An Introduction
to Audio Description: A Practical Guide』
（2016 年）。
ゾーイ・パーティントン｜自らも視 覚 障 害を持ちながら

上映時間や注意事項、出演者情報、演目の概要、舞台

1994 年 から音 声 ガイドの開 発に携わる。2012 年には

美術や登場人物、作品の設定などを事前に説明する情

ロンドン五 輪に伴う文 化プログラムの一 環で「Shifting

報。最長 10 分程度が目安。公演が始まる前に知ってお

Perspectives」を執 筆、2016 年リオ五 輪に向けたトレー

きたい情報を簡潔に伝えることで、
「見たい」
という気持ち

ニングにも携わる。2017 年にはテート・モダンで『Ways

を喚起するとともに、上演中に生で伝える情報を絞る役

of Seeing』という音声ガイドに関するプロジェクトを行うな

割も持つ。

ど、国内外のプロジェクトを多数手がける。

Workshop 1
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日本における音声ガイドの現状とダンス解説の実践から

この日は映画の音声ガイドのモニターで幼い

ことが大切。そして、下車したら客席や会場の様

頃に視覚を失った田中正子さんも同席。音声ガ

子を説明して、
「怖かったね、すごかったね」と他

イドはモニターによるチェックを経てつくられる。

の人たちと共有できるようにすること。

日 時｜2017年 8月6日
（日）13:00 – 16:00

それは、見えない人にとってわかりやすい説明を

最後は、課題のダンス映像に音声ガイドをつ

会場｜急な坂スタジオ

つくるためだが、チェックを受けるたびに、彼らが

けるエクササイズ。参加者のひとりがダンスのリ

講師｜平塚千穂子、田中京子

今では UDCastというアプリも開発され、普及
が進んでいる映画のガイド。しかし平塚千穂子

頭の中で映像を再構築し、映画の中の世界に自

ズムを「トン、トン、トン」
「トン…トン…トン…」

由に入っていくような感 覚に触れることがあると

と速さの違いで説明する様子に、一同感心する

平塚さんは言う。見えているとフレームの中の説

場面も。映画とダンスの音声ガイドの違いにはじ

で、親子が車に乗っていること、泣いているお母

明をしがちだが、それは視覚によってとても小さ

めは戸惑う様子を見せたモニターの正子さんも、

さんを気遣う娘という心情も垣間見えてくる。

な世界で物事を想像しているのではないかと思

課題の発表を聞くなかで「体が動くような感覚が
味わえて、ダンスの音声ガイドもありかなと思いま

さんがシティ・ライツという団体を立ち上げた 17

台詞の隙間の、映画そのものから得られる音

年 前は、当事 者も見たいけれども諦めていた実

や台詞の邪魔にならないタイミングで視覚 情報

次にレクチャーを行っていただいたのは、鳥取

した」とコメント。
「自分はそのダンスの何を伝え

態を知り、映画音声ガイドの研究から活動を始

を補う映画の音声ガイド。音声ガイドは視覚情

県で舞台芸術の音声ガイドに取り組んできた田

たいか、それだけ考えて話せば、必ず伝わる音声

めた。

報の中でも「テロップなどの文字情報」
「場面転

中京子さん。シティ・ライツで学んだ映画の音声

ガイドがつくれるようになる」という京子さんの言

換での時・場所」
「情景／人物描写の 5W1H」

ガイドと舞台芸術との違いについて、さまざまな

葉に勇気づけられたワークショップだった。

ワークショップは、まずはある映 画の冒頭の

わされると話していたことが印象に残った。

シーンを例に、音声ガイドで映画を見るというこ

「指示語で示しているもの」の説明に分けること

観点から実例を交えながら話が展開された。鑑

とがどういうことか体験することから始まった。音

ができる。しかし目に入る膨大な視覚情報をどう

賞マナーや音響設備の違い、映画のようにカット

声ガイドなしで映画の音だけを聞く、次に音声ガ

ガイドにするのか。まだ未熟な分野でひとつのマ

割りがない舞台を説明するときに気をつけるべき

イドつきで聞く、そして映像を見ながら音声ガイ

ニュアルがあるわけではないという前置きをしな

こと、制作スタッフとコミュニケーションをとる重

ドを聞く。音だけだと雨が降っていることくらいし

がら、普段携わっている音声ガイド制作の手法

要さなど、ひとりで音声ガイド制作とライブでの

かわからなかった情景が、音声ガイドが入ること

を共有してくれた。

ナレーションを果敢に進めてきた京子さんならで
はの苦労話や工夫が、情熱を持って語られた。

平塚千穂子（ひらつか・ちほこ）｜早稲田大学教育学部教

「会場との一体感がとにかく重要」と語る京子

育学科卒業後、飲食店や映画館に勤務。2001 年にバリ

映画の音声ガイド制作のポイント

さんは、舞台の音 声ガイドを遊 園 地のライド系

アフリー映画鑑賞推進団体シティ・ライツを設立し、映

- 台詞にかぶせない

アトラクションに例えた。ホールに入ることは乗り

- 音でわかる情報は音声ガイドで説明しない（映像の音「ミーン、ミーン」音声ガイド「蝉が鳴いている」は NG）

物に乗ること。ゆっくり発 車して、はじめの坂を

- 台詞の隙間の長さに応じて文章の組み立て方や修飾の仕方を工夫する

上がる時が事前解説。少しずつこれから起こる

- すべての間を言葉で埋めるのではなく、作品に応じて変える（サスペンスは間で緊張感を持たせるなど）

体 験を期 待させ、坂を上りきる前にサイレン（1

- 耳で聞いてわかりやすい、耳馴染みのよい言葉を使っていく

ベル）が鳴る。そしていよいよ天辺まで来たら、本

- 思考が止まらないように長すぎる文章は避ける（先に骨子→修飾を足す）

ベルが鳴る。幕が開いたら坂を猛スピードで下

- 鑑賞者がそれぞれ感想を持てるよう、書き手の感想を押し付けないこと（「怒っている」というのではなく、

り始め、景 色を眺める間はない。でもとにかくこ

そう思わせるヒントになる視覚的な情報を説明する。
「眉を吊り上げている」
「拳を握っている」など）

のツアーを体感させること。時には緩やかなコー

- 見ている人と同じタイミングで感情移入できることを目指す（見た瞬間笑いが起こるような場合は、
音声ガイドをワンテンポ先に説明して、見ている人と一緒に笑えるよう配慮する）

ナーで景色を見るようにじっくり空間を想像させ
られるような解説もあるが、基本はついていける
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画館「早稲田松竹」を退職。以後、視覚障害者の映画
鑑賞環境づくりに従事。2003 年第 37 回ＮＨＫ障害福祉
賞優秀賞受賞。2016 年 9 月日本初のユニバーサルシア
ター CINEMA Chupki TABATA 設立。その功績が讃
えられ、第 24 回 ヘレンケラー・サリバン賞を受賞。
田中京子（たなか・きょうこ）｜鳥取県を拠点に障害者の鑑
賞サポートに従 事。2007 年より映 画の音 声ガイド制 作
に携わる。2013 年ユニバーサル鑑賞推進団体 Reading
ACT を団体化し、音声ガイド制作・実施のための勉強
会を主宰。2014 年「全国障がい者芸術・文化祭とっとり
大会」の音声ガイドを生放送で担当。
「ビッグ・アイアート
フェスティバル 2016」ではストリートダンスなど多彩なパ
フォーマンスの解説を行った。

11

ではなく説 明してしまうと、走ってないように聞

WO R KS H OP 3

方針を決め、伝える方が大切と話した。

音声だけで体の動きを説明するラジオの現場から

こえてしまう。ランナーの順番を説明するだけで

例えばブラインドサッカーの実況はラジオで行

なく、自分も本当に走っている感覚でランナーを

われており、貸し出し希望の 7 割が晴眼者。実

日 時｜2017年 8月19日
（土）13:00 – 16:00

“ 走らせる ” ようにリズムよく描写する。

会場｜KAAT 神奈川芸術劇場 大スタジオ

況は視覚障害者の観戦のバリアを取り除くだけ
でなく、ブラインドサッカーの観戦自体のバリアを

講師｜鈴木光裕、松田高加子

脳が追いつけるように伝える

取り除く役割も担っている。それは音声ガイドを

人 間の脳が理 解できない速 度になってしまうと

通してダンス観賞の裾野を広げることにも応用で

処理できなくなるので、削る作業を行う。

きる可能性を感じさせる。
最 後に、鈴 木さんが空 手の演 武の動きを描

スポーツ実況アナウンサーの鈴木光裕さんを

を匂わせるなど。即時描写だけで瞬時にすべて

ただ早口で話しているだけではなく、何を伝えな

招いてのワークショップ第三回。聞き手で迎えた

を細かく説明するのは難しいし、逆にわからなく

ければいけないかを明確に。

写することを試みた。目で追えない速さの動きに

のは、映画の音声ガイドに携わる松田高加子さ

なる可能性もある。
実況するスポーツを体験する

そんななか、視 覚に障 害のある参 加 者からは、

まったく言葉が追いつかず、苦戦する鈴木さん。

ん。ラジオをメインに活 動する鈴 木さんは、もと
もと映像のないメディアで競技を伝えることに携

情景描写

わってきた。Jリーグができたばかりの時はサッ

目の前で起こっていることを、絵が浮かぶように

れてみるのが一番伝えやすい。バドミントンでア

カーという競技自体の認知度が低く、ピッチの中

わかりやすく伝える。野外の球場なら、空模様、

キレス腱を切る選 手がものすごく多いのがなぜ

「 何をやってるかよりも、どこが凄かったのか知

で各チームの攻守交代やプレイヤーの位置をど

雲の動きや光の状態を言ったり、お客さんの洋

かは、やってみて感 覚 的にわかる。ラグビーの

りたい。目が追いつかないくらい速いならそのこと

うわかりやすく伝えるかで苦 労したと言う。二 人

服で季節感を伝える。駅伝なら、給水で単に水

中継をやるなら、少なくともラグビーボールが楕

がわかればいい」という感想も。

の対話の中で出たキーワードとポイントをまとめた。

同時性

レスリングを実況するときは、実際に技をかけら

レや凛々しさを感じ取れるようなリズムが欲しい」

を取り損ねたということを伝えるだけでなく、その

円形で、落ちたらどこへ飛ぶかわからないことは

ことで何が起きるのかという説明を入れると、情

触って知っておく。それがラグビーの面白さで、

るという共通項を持つ、スポーツ実況のノウハウ

景として浮かんでくる。

競技の起源にもつながる。

に触れることができ、ダンスとの接続も垣間見る

自己満足は切り捨てる

実況者と解説者の役割分担

野球の投球の実況は、絶対に投球に遅れないこ
とが原則。投球に遅れると、
「投げました」と言っ

「動きを完全に理解できなくていいから、技のキ

異分野でありながら体を使った運動を描写す

ことのできるワークショップとなった。

た時に打ってしまうことになる。そのため、
「投げ

何をどう伝えて欲しいかを、話し手の感覚ではな

実況者は目の前の描写が中心で、見る側の立場

ました」という時は、指先をしっかり見ているとい

く、聞き手の立場で考える。いくら取材をして詳

で状況の説明をする。解説者はプレーヤー側の

うより、全体像が目に浮かんだところで少し先に

しい選手がいたとしても、その選手がメインでな

立場で、選手の状態や気持ち、ゲーム全体も含

のないドラマと言われる「スポーツ」の持つ感動を伝える

言う。

ければ、広げる必要はないかもしれない。特定の

めた解説をする。

アナウンサーの道を選択。アトランタオリンピックのサッ

映画も、音声ガイドは一緒にわかっていくことを

話題や視点に固執しない。

鈴木光裕（すずき・みつひろ）｜野球がきっかけで、筋書き

カー中継、
「マイアミの奇跡」と言われている日本対ブラ

目指している。同時に感動する、同時に驚く。

松田さんからは、視覚障害者とは誰か？という
リズムの重要さ

話題が出された。先天性、中途失明、全盲、弱

状況描写と即時描写

野球実況では、三拍子を使う。
「ワンバウーンド、

視、視野欠損など、視覚の状態は人によりさまざ

まず状況を描写をする。野球は間が多いスポー

ツーバウーンド、ヒット！」とリズムに乗せた方が、

ま。ひとつの “ 視 覚 障 害 者 ” 像をつくり出すこと

ツなので、プレーが止まる間に状況を説明する。

打球の動きがわかりやすい。七五調もよく使われ

はかなり危 険ではないか。観 客の中に見えない

何対何でどちらがリードしているのか、次のラン

る（「ツーストライク、ワンボール、投 球これから 4 球

人がいることを意識することは大事だが、ダンス

ナーが足の速い選手なら走る可能性があること

目」など）。駅伝では、走っているランナーを実況

を提 供する側として彼らに何が用 意できるのか
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ジル戦のラジオ実況などを担当。現在はフリーアナウン
サーとして、ラジオやテレビのスポーツ中継を 30 種目以
上、年間 200 試合以上行う。
松田高加子（まつだ・たかこ）｜視覚障害の仲間と観るこ
とで映 画をより好きになったことから音 声ガイド制 作 者
に。
「虹とねいろプロジェクト」の屋号でワークショップや
トークイベントも主宰。音声ガイドをつけた作品に、
『光』
『 散 歩する侵 略 者 』など。アプリ開 発やスポーツ観 戦の
アクセシビリティプロジェクトにも携わっている。

13

ワークショップを終えて
─ 今回のワークショップはいかがでしたか？他の国々と比べて、日本の参加者

インタビュー 1

の特徴はありましたか？
［音声ガイド制作者］

ルイーズ・フライヤー（ LF ）｜まず感心したのは、参加者の多様なバックグラウン

ルイーズ・フライヤー

ドです。さまざまな職業の方々にご参加頂きました。それぞれが創作における

Louise Fryer

専門的な見解を持っていたことは、ワークショップを深める上でも大いに役立ち
ました。それぞれが異なる技術を持っていて、さらに貢献する姿勢を持ち合わ

［アクセスコンサルタント］

せていて素晴らしかった。

ゾーイ・パーティントン

ゾーイ・パーティントン（ ZP ）｜ルイーズとほぼ同意見ですが、ひとつ付け加える

とするならば、関心の高さです。異なる見解や知見を貪欲に吸収しようとする

Zoe Partington

意識の高さを持っていたことが印象的でした。全員がその場で起きていること
について深く考察をしていて、さらにそれを積極的に共有していました。素晴ら
しい姿勢です。異なる領域からの参加者たちでしたが、その参加グループのバ

内容の詰まった濃い二日間のワークショップ

ランスもちょうど良かったです。プロデューサー、ライター、創作経験豊かな全

を構成し、音声ガイドの世界に踏み込むた

盲の方、ダンサーの方々も。理想的な美しいバランスの参加陣でした。また開

めの充実したイントロダクションを与えてくれ

始前からすでに非常に高い関心を寄せていたことが感じられました。そこは特

た二人。ワークショップの中では音声ガイド

にイギリスでワークショップを行う場合と違いましたね。イギリスでワークショッ

制作者として普段の仕事の流れについて触

プを行う場合は、所属する会社の判断で参加していることが多いんです。社内

れることができたが、イギリスにおいて音 声

のチームの最低ひとりが、そのようなトレーニングを受けていることがイギリスで

ガイドはどのように広まっていき、ガイド制作

は必須だったりするので。そのように会社組織から送り込まれた参加者は、昨

者はどう育っていったのか。ワークショップ

日今日と終えたばかりのワークショップの参加者とは、完全に異なります。

の後に、少し踏み込んで話を聞いた。
─ 例えば今日のワークショップでは、
「どの部分を訳出して、どの部分を捨てる
か、そこを譲歩しながら選ぶことが難しい」という質問が出ました。その際に、他
の音声ガイド制作者ともコラボレーションする重要性について述べていらっしゃ
いましたね。

LF ｜他者と一緒に何かをつくることは、確かに難しいことです。言葉に落とし
込む作業なので、誰かがひとつ言葉を選べば、他の人が別の意見を提案した
りする。そのどちらか一方がより優れている、といった判断は本来なら避けたい
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その方が効率的なので。タイミング、言葉運び、強調する部分など、読む前か
ら把握できているので、はるかに質が高まります。
─ なるほど。例えば、先ほどの「選ぶことが難しい」という質問をした参加者は、
そもそも他者と話すことが苦手だと言っていました。そのような文化の違いも影
響しているのかもしれませんね。

LF ｜イギリスの古株の音声ガイド制作者たちは、アナウンサーやジャーナリス
トが多かったことも関係していると思います。テレビやラジオのパーソナリティー
をしていた方が多いんです。彼らにとっては、他者とのコミュニケーションは日
常的で自然なことでした。でも他の欧州の国々では、書く専門者がいたり、読む
専門者がいたりします。音声部分は、書いた人ではなく音声のプロフェッショナ
ルに依頼する、日本の映画界のやり方と同じですね。欧州内でもさまざまです。
でも少なくともイギリスのライブパフォーマンスの現場では、書いた人が読み上
げる形が取られています。
─ イギリスでは、現役で活躍する音声ガイド制作者は何名程いるのでしょうか？

ワークショップでの二人（左：ルイーズ・フライヤー、右：ゾーイ・パーティントン）

LF ｜テレビ業界とライブパフォーマンス現場と、両方の音声ガイド制作者を合
わせるとすると、100 名程度でしょうか。きちんと統計を取ったことがないので、
あくまで個人的な推測ですが ...。

ZP ｜60 人くらいでは？
LF ｜どうでしょう、それくらいかな。わたしが働くVocalEyesという組織には 20
ところでしょう。ですが、誰かが言葉にしたものを、別の人が関わることでより良

名所属しています。以前はフリーランスだったり他社に所属したりしていた方々

いものにすることができるなら、それはぜひ行うべきです。

です。他にも20 名くらい在籍している会社があるので、そう考えると、イギリス
国内で 60〜80 名程度でしょうか。

─ 日本の映画業界の音声ガイドでは、別々のライターとナレーターが共同で仕

ZP ｜それだけの人々を教育して訓練するのは、すごく時間が掛かるんです。

事を行っています。書く人は書くだけ、読む人は読むだけで、それぞれの領域内

LF ｜イギリスはインハウス教育が主流ですね。音声ガイド制作者を募集し採

で仕事を行う形がほとんどです。

用して、自社で研修を受けさせて訓練を重ねる形です。でも入社前から学ぶ人
も多いですね。例えば大学で学んでから会社に入って経験を重ねる人も多い

16

LF ｜イギリスでも、テレビ業界などはそのような形をとっています。一方、演劇

です。または、劇場が音声ガイド制作者を雇って訓練し、その劇場専門で仕事

などのライブパフォーマンスの場合は、ほぼ必ず書いた人が自ら読み上げます。

をすることもあります。劇場が別会社を設立して、複数の劇場に音声ガイド制
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作者を派遣する場合も。さまざまなルートが存在しています。

ZP ｜変化を感じますね。障害者の存在や、共存可能な社会に向けて必要な
ことについて、その背景にある根本的な考え方などへの理解が深まっています。

─ 多岐に渡るルートがあるのですね。日本でも公的に障害のある方々の芸術へ

理解が深まると、謙虚な自信が芽生えます。その謙虚な自信を胸に、所属する

の参加を支援する活動が進められていますが、パフォーミングアーツの音声ガイ

組織や自分自身に対する疑問を直視しながら、その問いを解決するようなプロ

ドにおいてはまだまだ策略的な計画は見られません。

セスを経てきた印象を受けています。他者との協働も以前より進んでいると思
います。

LF ｜イギリスも似たような状況でしたよ。法律に保護されて伸びていった背景
もありましたが。イギリスの法人はアクセスフリーであることが義務付けられてい

情報保障を超えた音声ガイドのあり方

て、テレビ局も放送する番組の中で一定の割合は音声ガイドをつけて提供する
ことが義務付けられています。それらの状況が複合的に作用し、音声ガイドの
業界は育成されていきました。

─ 日本のテレビや映画には音声ガイドがありますが、あくまで情報保障として

でも本当に、一歩ずつ、少しずつです。例えばある劇場では、全盲のお客さま

であり、クリエイティブな可能性にはまだ着目されていません。イギリスではパ

がある公演に興味を持ったので音声ガイドを用意しなくてはいけなくなったが、

フォーマンスに組み込まれたクリエイティブな音声ガイドの例があると思います

別の劇場ではそのようなことがなく、その段階ではまだ音声ガイド対策は講じて

が、それについてお教えいただけますか？

いなかった。あるいは、あるアクセス担当者が音声ガイド制作者を紹介したとこ
ろ、その人がその劇場に移籍してしまったので、新しく音声ガイド制作者を探

LF ｜ひとつ視点の異なる例を話しますと、一般的な音声ガイドの他に、
「インテ

さなくてはいけなくなった。そのような感じです。少しずつ、現場レベルでの需

グレイテッド・ディスクリプション（integrated description）」と呼ばれる総合的なガ

要が増えていったのです。

イドが存在します。視覚要素が固まる前に、言葉に置き換えてみるやり方です。
つまり、総合ガイド制作者は、ステージ演出を担うことにもなります。これが結
構はまることもあれば、視覚要素をなかなかうまく包含できないこともあって、そ

─ 戦略的に業界自体を育成した形ではなかったのですね。

の時は少し残念なのですが。

ZP ｜イギリスも少しずつ状 況は変わっています。イギリスのアーツカウンシ

またイギリスの劇団のグレイアイ・シアター・カンパニーと一緒に、
「Wheelchair

ルは 800 以 上ものダンスカンパニーや美 術 館などが 加 盟している National

Rulers」という、車椅子のダンスグループの音声ガイドを担当したことがあり

Portfolio に助成をしていますが、助成事業者は作品をつくるだけでなく、アク

ます。車椅子でラインダンスを行う活動をしているグループで、ラインダンスは

セスフリーな環境も用意しなくてはいけなくなりました。これまでもその義務は

「コーラー」と呼ばれる人が動きの指示を出すのですが、音声ガイド制作者が

あったのですが、誰もそこに気づいていなかったのでチェックを回避できていた

このコーラーを行うのです。コーラー兼音声ガイド制作者が動きの指示を出す

んですね。それが今は必ずそこもチェックされます。大きな変化の兆候を感じ

と同時に、次にどのような動きがなされるかをガイドする、というわけです。これ

ています。

もまた総合ガイドの一例です。

─ ゾーイは今回 4 度目の来日だそうですが、その間日本で多くの障害者に関す

─ 面白いですね。それはうまく機能するのですか？

るセミナーを実施されてきましたね。セミナーに参加する大勢の日本人をご覧に

LF ｜はい、見 事に。コーラー兼 音 声ガイド制 作 者もカウボーイ風のキャラク

なられていると思いますが、この４年間の間に、日本の状況は変化していますか？
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ターの衣装に着替えます。その場にいる全員が彼の指示出しに耳を傾けてい
て、耳にすると同時に、見える人は目でも見て、全盲の方も何が行われているか
を理解できます。

ZP ｜そのようにさまざまな形で、音声ガイドを取り入れているアーティストは結
構います。全体的な潮流として、バリアフリーが行き届きオープンな活動である
ことに意識を向けている人が増えている印象です。日々、新たなアイデアや技術
も更新されていますし。この分野は、未開拓な部分は大きいですが、日々成長
を続けている分野であることは間違いないですね。

LF ｜バリアフリーの環境を整える動きは、時代に促進されていますね。その一
方で、クオリティーに関するリサーチや議論がほとんどなされていないことに懸
念も感じます。
音声ガイドは黒子的なものなので、そのクオリティーを評しづらい側面がありま
すが、クオリティーについての意識や動きがもっと上がれば、必ずさらなる質の
向上に繋がるので、とても大切なことです。そのような動きがないわけではありま

ワークショップで行われたエクササイズの様子

せんが、まだまだ足りません。

（左：ポストカードを相手に見せずに描かれた絵を言葉だけで描写する。
右：一列に並び、前にいる人がある状況をイメージしたジェスチャーをし、
後ろの人がその動きを見てその状況を描写する。）

─ その場合、評価基準はどこにあるのでしょうか？

LF ｜基本的なことで良いはずです。何よりもまず、鑑賞者が作品を楽しめてい
るか。参加意識を持てているか。鑑賞という「体験」を得られているか。再度体
験したいと思えるような体験であるか。劇場や美術館にもう一度足を運びたい！
と心に響くような体験をつくり出せているか。能動的に、インスタレーションを
再度体験したいと思わせられているか。
あるいは、音声ガイドを他のものと掛け合わせるのも良いと思います。例えば、

味しなくてはいけない要素がたくさんあるのです。

鑑賞ツアーだったり、配布資料だったり。音声ガイド単体で語り尽くせるもので

それらすべてを観察して、統計化して、分析したいものですけどね。そのように

もないと思うのです。

向上させていきたい気持ちが強いです。

全盲の方々ご自身も、個々に状況や感じ方は異なります。鑑賞者の求めるもの

優れた音声ガイドをつくるには

も個々に異なるでしょうし、見える方々にしても、各自見え方は異なります。同じ
音声であっても、そこから得られる情報は人によって違うものです。先天的に視

20

覚のない方であれば、言葉よりも「音」の方がより的確に舞台上で行われている

─ それが実現したら本当に素晴らしいですね。最後の質問なのですが、ワーク

状況が伝わりやすいかも知れないですし、逆に、後天的に視覚を失った方であ

ショップ参加者に向けて、音声ガイドの技術を向上させるためのアドバイスはあ

れば、音より「言葉」を駆使して伝えた方が的確かも知れない。このように、加

りますか？
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LF ｜まずは何より、既存の音声ガイドをたくさん聞くことですね。できれば少人

わたしの音声ガイドがどうだったかなんて一言も触れずに。とにかくその劇につ

数のグループで。そして聞き終わってから、その音声ガイドが良かったかどうか、

いて興奮していて、熱く語り合いを求めてくれた。音声ガイドについてのコメン

良かった場合には何がどのように良かったのか、話し合うことができればなお

トがあるときは、その分だけ劇に没入できなかったことも意味します。そのときは

良いでしょう。そうすることで、学ぶべきものを学べますし、吸収すべきでないも

そこを越えて劇の世界を伝えられたので、とても嬉しかったですね。

のはやり過ごすことができます。

仕事をしていると、時々こういうことに遭遇します。すべてがつながる瞬間という
か。わたしの音声ガイドではなく、舞台そのものに感動いただけた時が、わたし

─ その場合、良し悪しは誰がどのように判断すれば良いのでしょうか？

にとって最も嬉しい瞬間です。

LF ｜その少人数グループは、共通の目標理解を持っていることが大事です。

─ 優れた音声ガイド制作者とはどのような人でしょうか？

加えて、ビジュアルアーツに対する能動的な姿勢が前提としてあること。そうす
れば、あるひとつの見解に対し、一つひとつそれが自分に当てはまるかどうか意

LF ｜まずひとつに、語彙力が必要です。言葉についての関心が高く、また目の

見を出すことができるでしょう。聞きながら、場面展開についていけなかったり、

見えない人に対して物事を説明することについて、意欲的でなければいけませ

理解できなくなってしまった時に、立ち止まってその部分から修正を加えてブ

ん。あと、勇気のある人ですね。挑戦する心を持っているかどうか。失敗するこ

ラッシュアップしていくことができます。あるいは、優れた音声ガイドがどのよう

とを恐れ過ぎることなく、再度チャレンジする心を持てる人。また他者とコラボ

なものであるかを学ぶことができます。

レーションする意欲があることも重要です。たくさんの素養が必要ですね。

ZP ｜わたしは、音声ガイド制作者とは旅に出るようなものだと捉えています。技

ZP ｜コミュニケーションをとりたいという高い意欲が必要だと思います。また、

術を習得し、描写すべきもの／すべきでないものを見極めに行く旅に。その一

目に見える「視覚世界」を「言葉の世界」に置き換えることの面白さに踏み込ん

方で忘れてはならないのは、全盲の方々も旅に出ているのだということ。全盲の

でいける人。視覚障害者の方々に、心から楽しんでもらいたいと思える人。世

人の中にも、音声ガイドを体験したことがない方はいらっしゃいますし、その手

界を繋げることで、新たな輝きを与えたいと思っている人。

前に
「劇場に足を運ぶ」
という冒険もあります。それを経て、人々が視覚から得て

ワークショップに参加されていた全盲の金子さんのコメントがとても印象的で

いる情報を「音声から変換して想像する」という新たな冒険に出ているわけです。

したね。
「音声ガイドは、僕を躍らせるんだ」と。あの一言は、すべてを物語って

評価を行う場合は、その両面が事実として在ることを認識している必要がありま

いると思います。目が見えない人を躍らせることができたら、それほど素晴らしい

す。音声からの変換にすんなりと順応できる人もいれば、それを骨が折れると感

ことはない。あの金子さんの言葉は響きました。

じる人もいるでしょうし、その処理した情報に自分が納得するまで時間が必要
な人もいるかもしれません。
─ 音声解説者としての個人的経験についても伺いたいのですが、音声ガイドに
携わるキャリアのなかで、もっとも印象的なご経験について教えていただけますか？

LF ｜いささか地味なエピソードかもしれませんが、最も嬉しかったのは、ある
劇の音声ガイドを行ったあと、ある全盲の方が話しかけてきてくれた時でした。
彼はその劇がいかに面白かったかについて、わたしに熱く語ってくれたんです。
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研究会 1日目

｜ 8 月 27日 13:00 –16:00

りは暗闇で始まったのではないか」という仮説の
もと、目を使わずにダンスを感じるようなガイドを
つくりたいという野望を持っていた。今回は捩子

三回のワークショップの参加者の中から声を

音声ガイド 研究日誌

さんのガイド①と安田さんのガイド③があるので、

掛け集めたメンバーにより、いよいよ研究会が始

研究会のガイド②は客席から見えるものをガイド

まった。初回参加者は 9 名。

することが前提になる。

研究会が始まるまでに決めていたことは、以下
のことだった。

研 究 会 初日は、方 針を決めるところから始め
た。それまでに決めた上記のことを話し、ガイド②
は何を目指すかということから議論することにした。

• 毎 回 必ず視 覚 障 害 者の方に参 加していた
だき一緒につくる。
このプロジェクトは、音声ガイドとともに上演することを前提につくられた新作の

• 音声ガイドは三種類つくる。

ダンスを、三種類の音声ガイドを選んで聞きながら観るという上演形態をとるこ

今回のダンサーでもあり振付も行う捩子さ

とをコンセプトとした。
三種類のガイドのひとつは、ワークショップ後に複数回に及んで実施した音声
ガイドの研究会によって作成された。そこでは、さまざまな職能を持つメンバー

メンバーの日夏ユタカさんが、事前に共有し

文

読む。モニターとして中途失明の岡野宏治さん
（p.67-71）が参加。

タッチツアーを行う。

演は二回、明転と暗転で行う。

加藤和也（FAIFAI）、加藤秀幸、金子聡、岸本匡史（あうるすぽっと）、

「舞台左奧に、男がひとり、にこやかに体を揺
らしている。捩子ぴじん。だらりと垂らした両
手を前後に振り、軽くジャンプしながら前進。

難波創太、日夏ユタカ、松田高加子、三宅香菜子
モニター

声ガイドを通して交われるのかという試みだった。
たダンスの動 画を見て書いてきたガイドをまず

• 上演の前に事前情報をアナウンスして、上
研究会メンバー

ガイドをつくるグループ。踊ることと見ることは音

でつくるガイド②。能 楽 師の安田登さんに

• パフォーマンスの前に視覚障害者を優先に

いった。ここでは、研究会で交わされた対話や議論の一部を紹介したい。

んと一緒に本番の振り付けを体験するグループと、

ん自身によるガイド①。研 究 会のメンバー

よるガイド③。

が集まり、言葉遣いや言い回し一つひとつを丁寧に議論しながらつくり上げて

それにあたり、二つのグループに分けた。捩子さ

岡野宏治、田中正子

田中みゆき（キュレーター、本プロジェクト企画）

ガイドは三種に対し上演は二回なので、一回

（中略）ずっと聞こえてい
客席に向かってくる。

ずつ別のガイドをフルで聞いていると全部は聞け

るのは、裸足で舞台を踏む音。一見、準備運

ない。でも、できる限り緊張感を持って集中して

動にも見える動きだが、結界を張っているの

もらいたいということと、全員が順番に同じガイド

（中略）舞台中央へ。何かを探
かもしれない。

を聞いている可 能 性を可 能な限り低くしたかっ

しているのだろうか。そこから盆踊り、奴踊りな

た。視覚に障害のある人たち含め、自分と異なる

（後略）」
どの周辺を彷徨い、体が年を経る。

身体を持った観客が、自分と異なるガイドを聞い
て、異なった視点からダンスを観ている。そのこ
とをできる限り意識させたかった。固定ではない
田中みゆき（たなか・みゆき）
｜デザインミュージアムやアートセンターにて展覧会や公演などの企画・制作

ので、途中で切り替える自由はあるとしても。

に携わった後、フリーランス。障害を「世界を新しく捉え直す視点」として活動を展開。主な仕事に『義

そして、研 究 会が始まる前に、安田さんのガ

足のファッションショー』
（2014 年、日本科学未来館）
、
『障害 x パフォーミングアーツ特集 “dialogue

24

without vision”』
（ 2016 年、国際交流基金）
、
『大いなる日常』展（2017 年、NO-MA）
、映画『ナイトク

イド③のプランについては聞いていた。安田さん

ルージング』
（2018 年）など。http://miyukitanaka.com/

は、天岩戸伝説を参照し、
「日本の踊りのはじま
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岡野さん「想像してたよりも良いというか、意外

せ、銃の形にして撃つ」だが、長い。かと言って

再び二つのチームに分かれる。さて、ガイド②

きよりも、目に見えない速さで動けていて凄いと

とイメージできるものだと思った。」思いがけない

「山本リンダの『狙い撃ち』のポーズ」では世代

はどうするか。状況描写だけにするのか、どの程

いうことが知りたい」という視覚に障害のある参

反応に、一同表情が明るくなる。ただ、いくつか

が限定されるだろうなど、どう言えば伝わるのか

度比喩を混ぜるのか。そのうえで、どれくらい客

加者からのフィードバックと近いのかもしれない。

注 意 点があった。
「かもしれない」という言い方

喧々諤々議論した。

観性を保つのか。主観はまったく入れないのか。

その速さを伝える鍵になるのはリズムを使うこと

一度集まってそれぞれのチームでやったことや

例えばできる限り比喩だけで描写したものと、状

ではないか、というコメントもあった。

い。そして、姿勢の描写が途中からなくなったの

起こった議論を報告しあう。捩子さんと踊るチー

況描写に徹したもの。極端だがその二つの方向

興味深かったのは、最後にその日議論のベー

で、追えなくなった。
「結界を張る」という表現は

ムは、タッチツアーのリハーサルも兼ねて、見え

性で一度書いてみたらどうか。そこからどうそれ

スにしていた日夏さんのガイドを全員の前で読ん

動きがイメージしやすかったが、
「年を経る」は何

ないメンバー三名に捩子さんが体を触らせなが

らを混ぜていくかが見えてくるのでは、という話に

だ時に、岡野さんとは対照的に、捩子さんと踊っ

の動きかわからなかった。
「踊りが死に向かって

ら振りを伝授していた。コンセプトは、
「目の見え

まとまった。

いるようなイメージを持ち、そういった表現を入

ない弟子が来た時にどうやって踊りを教えるか」。

は、余計な思考を強いられるので頭に入ってこな

ていたチームの反応が微妙だったこと。理由を聞

その他、細かい方 針についても議 論した。事

くと、直接体で振りを教えてもらってイメージする

れた」という日夏さんに対し、
「もしだんだん老い

体を水が入った袋にたとえ、その水袋が上下す

前解説で何を説明するべきか。最初の立ち位置

“ かっこよさ ”とガイドを聞いて浮かぶイメージに

ていく様子を伝えたいなら、重心が下がって背中

るイメージでバウンドしたり、移動したり、激しく

とアクティングエリアの大きさは伝えておくと、前

大きな乖離があったと言う。踊りたくなるガイドと、

も丸まったりしているような姿勢の描写を入れて

なって痙攣する。
「ダンスを見るのは特殊な回路。

提は共有できる。方向は上手・下手ではなく、観

見て楽しめるガイドは別のものなのか。主体的に

もらう方がイメージできる」と岡野さん。

その面白みがあるとすれば、椅子に座りながらに

客席から見た右左で示そう。どれくらいコンテン

見るのか、観察的に見るのかの違いは、視覚の

して、目の前で踊るダンサーの体の動きを観 客

ポラリーダンスの定 義を解 説すべきか？例えば

違いともまた違う話なのかもしれない。方針を決

がなぞったり、その動きを見ることによって自分の

映画でも、上映直前にカテゴリーやあらすじを知

めて終わった一日目。残りあと二日。

体にあるノリが生まれたり。音楽のライブを聞き

りたいかどうかは人により好みが分かれるという。

に行くのとそんなに変わらない」と話す捩子さん。

特に今 回はフォームなどの定型がないダンスだ

すでにガイド１のコンセプトがそこにあった。

から音声ガイドの入る余地があると思いコンテン
ポラリーダンスを選んでいるので、告知でコンテ
ンポラリーダンスということが伝わっていれば、直
前に敢えて定義を伝える必要はないと決めた。

岡野さんいわく、完全に比喩がないと、受け取

見終わった後に、お客さんにどういう気持ちで

れる意味が少なく、動き自体はわかるけどイメー

帰ってもらえたら成功と言えるのか。
「ストーリー

ジができない。比喩があることで、それはその人

もないし何だかよくわからなかったけど面白かっ

の視点だけど、それを許されたところで、聞いて

たね」となると良いなという話をみんなでした。見

る方も少し自由になれると感じるという。だから楽

えていても果たして何が面白いと思って見ている

しむということで考えたら、なるべくそういうものを

か人それぞれのコンテンポラリーダンス。そんな

排除した動きの説明よりも、感想や比喩など、そ

中、岡野さんが「見えてた時で言うと、別に理屈

いよいよ本 格 的に原 稿をつくっていく。前 回

ういう遊べるアイテムを置いてもらったほうが面

でなんかわからないけど『凄かった』と感じられ

に続き踊るチームと原稿をつくるチームに分かれ、

白い、と。ひと通り映像を見終え、印象に残る中

ることですよね。やっぱり視覚が欠如すると一番

原稿チームのモニターも引き続き岡野さんが務

盤にある手の動きの話題になった。スピードがす

残念なのは、動きを見て、
『すげえ！』っていうの

める。まずは比 喩のみでつくられた原 稿と状 況

研究会 2日目

｜ 9月3日 13:00 –16:00

ごく速く変化するので、動きに合わせると描写を

が感じられないこと」と言った。そのことはワーク

描写のみでつくられた原稿を読み比べる。比喩

割愛せざるをえない。素直に言えば「両手を合わ

ショップ 2 の空手の描写の際に出た、
「細かい動

のみの原稿を書いた日夏さんは体の部位を擬人
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化したり、体内の様子も想像しながらストーリー

外に、小説でいえば行間みたいな役目があると思

を構築し、踊りに当てて展開していた。ただ、本

う。本番は舞台の足音を聞ける環境にあるので、

人は不在だったこともあり、できあがった世界に

それを邪魔しないほうがいいのでは」という声も。

研究会 3日目

｜ 9 月 10日 13:00 –16:00

第三者が入る余地はないように感じられ、一旦

ガイド作成は毎回捩子さんに踊ってもらうわけに

二日目の時点で、ガイド②はライブでガイドを

状況描写をまとめることにした。状況描写の方は、

もいかないので、事前に撮影された映像を見な

つけることに決めた。それは、今後他の公演にも

細かな動きを一つひとつ拾っていくだけでも想像

がら行ったためだった。

以上の時間がかかった。全員の分を読み比べ、
一つずつどの描写を採用していくかを話し合っ
ていたら、前半 3 分までで時間切れ。

ガイドをつけるとなった時に、毎回録音し編集す

この日はガイド③を書く安田登さんも一 部 参

る手間や時間を考えて尻込みするよりも、より手

加。
「 能は沈 黙が 多い」と話す安田さん。
「『ポ

軽にできる方法を模索したかったからだった（読

ン』と小鼓が鳴る前に『イヨー』という掛け声があ

む方は大変だけれど ...）。また、ライブだからこそリ

「自分の中が変わることで外が変わる、外によっ

るんですが、その前に無音がある。曲によっては

ズムを合わせることができる強みもあった。今回

て中が変わる」というのが捩子さんの踊りのベー

無音が 60 秒もあって、それを共有できないとお

は、研究会のメンバーで FAIFAI の加藤和也さ

スにあり、今回のダンスにも反映されていると話

客さんはつまらない。」

んにお願いすることになった。

す。やはり動いてみると体に入ってくるのが早い。

研究会でつくるガイドは客観的なガイドになる

全員集まり、手をつけていない比喩のみの原

この日のモニターはワークショップ 2 でも来てく

ただ、ほとんどの観客がタッチツアーに参加しな

と思うから、ガイド③は完全に詩にしてしまうこと

れた田中正子さん。前回できたところまでを加藤

いと想定すると、そういう人たちに動きの質感をど

を考えているという安田さん。自分の体内の中で

さんが読み上げる。ワークショップ 2 で初めてダ

う伝えられるのか。質感は「かっこよさ」同様、課

捩子さんが動き始め、体内の違和感から、自分

ンスの音声ガイドを聞いて、
「どうコメントすれば

題となった。

の体も動いてしまうという構想が語られた。

いいのかしら」と言っていた正子さんが、
「これに

最後まで残していた手のパートは、かなり時間

また、この日捩子さんからは、ダンスの中盤の

足音や空気の振動が伝われば、いける」
と言って

をかけて議論を重ねた。両手を合わせて顔の横
に持ってくる仕草の反復は「おやすみのポーズ」

稿と状況描写を整理した原稿を披露する。比喩

手の動きが中心となるパートは、実は手で計 算

くれた。ダンスの音楽も揃ったことで、だいぶ聞

の方は笑いと感嘆の声が漏れ、状況描写は概ね

式を表現していることが明かされた。動きを描写

きやすくなったのも大きかった。
「音があることで、 「眠りのポーズ」などと言ってしまっていいのか。

及第点の評価。ただ、前回から出ていた、リズム

するにも早すぎるが、計算式になっていることは

ガイドがない時 間も想 像しやすかった。舞台が

わかりやすい言葉をつけることで想像する余地を

に乗せることで動きの「かっこよさ」や「気持ちよ

見えていてもわからない。その計算式をガイド②

見えました」と中途失明の難波創太さん。

狭めているのでは？ 動きのなめらかさはどう言葉

さ」が出せるのではという点は、まだカバーでき

でも使ってしまうのか。あるいは見えている動作

この日はじめて全員で捩子さんと動いてみるこ

で伝えられるのか？ 言 葉が動きにどう追いつけ

ていなかった。

を描 写するとして、なめらかな動きを「かっこい

とにした。捩子さんがタッチツアーでやろうと考

るのか？ すべて拾えないなら、どの動きを拾うの

い」で片付けてしまっていいのか。その部分は最

えている動きや体の質感を共有する。

か？ 試行錯誤の結果、動きをすべて拾うよりも、

途中で捩子さんが舞台を跳ねながら横断する
場面で、議論が生じた。横に飛び跳ねていく間

後まで一番苦労するパートとなった。

なめらかさを感じさせるリズムで伝えるのが良い

ずっと「ジャンプジャンプ」と言うのか、それとも

「水の入った袋が糸で吊り下げられています。

のではということに落ち着いた。

一度「飛び跳ねていく」と言えばそれでいいのか。

膝は柔らかく、ちゃぽちゃぽ揺すりながら

沈黙をどう扱うかという問題だった。岡野さんは

リズミカルに中の水を揺すります。

ジで、床に１から９まで番号を振られた９つのマス

両手を綿 20 センチ直径の綿を抱え込むよう

目を想像し、それらを移動しながら振り付けをな

転に感じるから。沈黙は５秒６秒が限界だと思う」

に胸の前に差し出します。

ぞる。実 際にガイド①でもそのように伝えられる

と言う。音が途切れることでイメージも途切れる

空間があって、容量がある。

が、そのルールをタッチツアーに参加しない人に

のだろう。一方、踊るチームにいる同じく中途失

両手の平で抱えてる空気をもう少し大きくして

どう伝えるのか。
「 数 字の動きは振り付けをやり

明の金子聡さんからは「沈黙の中には、恐怖以

自分の前腕で柔らかく抱えてみましょう。」

やすくするためで、コンセプトではないのでは」と

「 沈 黙の部 分が 不 安になる。無 言の状 態が 暗
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研究日誌

また、最後のパートはマス目を移動するイメー

29

加藤さん。
「マス目よりも、動き方や崩れ方、音が
大きく鳴ってる時の動きの方が気になる」と難波
創太さん。そこで、映像を見ながら、移動する先
のマス目の数 字を捩 子さんが言い、ガイド作 成
チームは動きを伝えるというのを同時にやってみ
ることにした。すると、
「移動を続けているのは足
音でわかるから、姿勢や向きの変化が大事」と正
子さんも同意する。マス目の数字は使わず、言い
方のルールを詰めることにし、ここも動きのリズム
に言葉を極力合わせる方向性となった。
最後の腰を下ろしていくパートは、捩子さんも
交えながら詰めていった。時間をかけて腰を落と
していることを描写するのに「ゆっくりと体が地面
に沈んでいく」だけでいいのか、腰と床の縮まる
距離を「80 センチ ...50 センチ ...」など実況のよう
に具体的に示していくのか。
「数字を言われると

［上演直前にアナウンスした事前情報］

想像する余地がない。違う表現も聞いてみたい」
という難波さんが、捩子さんと一緒に足を揃えた

これから二回、ダンスを上演します。

まましゃがむ動作をする。次々にしゃがんでみる

最初は明るい状態、二回目は完全に明かりを消した状態で行います。

メンバーたち。見えていてもわからない、後ろに

見える人も見えない人も、上演にあたり前提を共有したいと思います。

倒れないように体重移動する大変さを共有する。

このスタジオの舞台自体は横幅 15m×奥行き12 m、

やってみることで初めて、見えない「凄さ」を視覚

天高 8 m ほどになりますが、

の有無を超えて共有した。

その中の横幅 7m×奥行き 6 m を使って踊ります。

最後に、難波さんと正子さんにガイドを聞きな

ダンサーの捩子さんはその中を移動しますが、一番近いところで

がらどこに自分がいることをイメージしているか

客席の最前列から 2m ほどの距離で踊る場面もあります。

尋ねたところ、
「ダンサーと一緒に舞台にいる気

照明は、捩子さんが踊るエリアだけが浮かび上がるように

持ち」と答えてくれた。体はダンサーではないけ

明るくなっており、それ以外は暗い状態、舞台美術は何もありません。

ど、同じ向きでダンサーの後ろにいる感覚という。

ベニヤ張りの床には黒い塗装がされています。

「そんな見方ができるなんてうらやましい」と呟く

捩子さんが舞台左奥に裸足で立っているところから始まります。

日夏さん。
「視覚がないことで正面の優位性がな
くなるという状況ができているのは嬉しい」と捩子
さん。それはほんの一 例だが、ダンスに視 覚 以
外の方法で関わること、それがもたらすことの自由
さを感じさせられる研究会だった。
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音声ガイド
チャンネル別タイムライン
ガイドは三つのチャンネルに分けて再生された。

音声ガイド①

ダンサー自身によるガイド
テキスト｜捩子ぴじん 朗読｜安藤朋子

音声ガイド②

観客目線のガイド
テキスト｜本プロジェクト研究会 朗読｜加藤和也（FAIFAI）

音声ガイド③

場の目線のガイド
テキスト・朗読｜安田登
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音声ガイド①

00:00

音声ガイド②

体は水が入った袋

音声ガイド③

わたしは部屋である

00:00

水の中に内蔵や骨が浮かんでいる

わたしの中に何やら異物が迷い込んだらしい

頭のてっぺんを糸で吊られている

右の腰のあたりに

糸が引っ張られて体がバウンドする

舞台の左奥に立つ、捩子ぴじん

痛みを感じる

体の中の水が揺れる

グレーの T シャツにジーンズ、裸足

やがてそれは蠢き始める

00:20

00:20

両腕の力を抜き、
足を軽く開いて、膝を柔らかく

T シャツの裾をいじる 吊られる水袋
これはわたしです
水袋
00:40

水袋

音に合わせて、その場で、何度も跳ね続ける

いません 水袋

水の入った袋が、上下に揺れているかのよう

わたしはここにいます

わたしはここにいます

曲げながら跳ねる

鼻をかく 唾を飲む

いません 水袋

00:40

わたし 水

01:00

跳ねているときだけ、
どこか意識が遠くにあるように見える

跳ね
「飛び」、
跳ね
「飛び、

同じ姿勢で跳ねながら、少しずつ手前に、

跳ね」

関節を柔らかく

移動してくる 重心を下に、放るように跳ねている

飛び跳ね

波打つ皮膚を感じる 水の重さで 粘るように

舞台手前で、移動が止まる

腹の方へと飛び跳ね

床から足が離れる リズムを聞く 体に響く水滴

飛び跳ね

だんだんと、跳ねる高さが

進み、飛び跳ね、

足音を意識する 水分を含んだ重さ

小さくなっていく

飛び跳ね、飛び跳ね行くかと

リズムに重なる 重ならない

足先が、ほとんど地面から離れなくなるが、

思うとやがてェ

タ たタ た た

体は上下の動きを残している

止まりながらも

タ たタ た た

動きが小さくなる

飛び跳ね、飛び跳ね、

小刻みになっていく 小さく揺れる体、

飛び跳ね、飛び〜

糸が上下に揺すられる

早くなる息遣い

振動しつつ蠢（うごめ）く

小刻みに 激しく

痙攣して、震えているようにも見える

痛みは和らいだ

揺れがだんだん激しくなる

が、腹部にゆらめく異物

01:00

01:20

01:20

波打つ皮膚を感じる 体の中心に金属の心棒
01:40

蠢く 飛び、

激しく上下する 地面が揺れる 地震 ?

「こおろ、こおろ」とゆらめく
01:40

揺れ続けている

腹だけではない

体の揺れで床が音を立ててきしんでいる

悪寒を感じ、わたしの体までもが震動してくる

全身にぞくぞくと

「こおろ、
体の揺れがだんだんと大きくなる

こおろ」
「こおろ、

少しずつ揺れがおさまる ほぐれる体

ゆっくりと跳ね始め、

糸で吊られる

正面を向いたまま、右へ跳ねていく

再び飛び跳ね

水が揺れる

跳ね続けている

左の方へと

03:00

飛び跳ね進み、飛び跳ね

02:20

02:20

02:40

こおろ」

02:00

02:00

痛みは 飛び跳ね

足の裏から小石が積み上がる

舞台右で、少し腰を落として止まる

飛び跳ね

体が軋んで動かない 重さで足腰が曲がる

体が固まったように動きが鈍くなる

背中が丸まり、歩くこともままならぬ

歩こうとしても歩けない 固まっていく

ゆっくりと右足を踏み出そうとする

なんつって 自由な手足

しかし、途中で足を放り出し、まるで

痙攣する痛み

せき止められた水が流れ出すように手足を暴れさせ、

痙攣しつつ背中に下がる

体の中を通り抜けていく

正面を向いたまま奥へ下がっていく

痙攣にぶるぶる旋律する 旋律、韻律、円周率

指先から抜けたエネルギーが頭のてっぺんから入って

暴れ続ける手足

痙攣にがたがた震撼する

床に抜ける 体の中を出たり入ったり 渦巻く波

奥へ下がっていく

震撼、円環、悪循環

鼻の穴 耳の穴からも 皮膚の下を波打つエネルギー

舞台の奥で移動をやめるが、

痙攣に慄く おののき、桃の木、山椒の木

全身は激しく波打っている

なんだか楽しくなってきた〜

床下を通って足裏から伝わったエネルギーが

関節のみならず 皮膚をも動かす
体全体を行き来する波

顔の筋肉 目 舌

背中も 前も後ろもない

02:40

03:00

足を、蹴り出すように、ステップ

たらったらったらった、

全方位ステップ リラックス カカトでお尻を蹴って

右、左、右、左

たらったらったらった、

つま先投げ出す ファイブ、シックス、セブン、エイト

両腕を宙に泳がしながら、舞台左奥へ

たらったらったらった、

バカ歩き 関節よじれて 変な顔 白目 鼻の穴広げる

歩き出す

今度は背中を横断する

おぼつかない足取りで、

音声ガイド①

03:20

全身を歪めて リズムをバカにする

いっちにーさん

03:20

音声ガイド②

音声ガイド③

酔って痙攣したように見える 舞台左奥を曲がり

恐る恐る

手前へ進み、舞台手前で右へ曲がる 中央を過ぎ、

横断する

り よだれが垂れる リズムにのってふざけた穴に

よたよたと進み続ける 奥へ曲がる

またまたおなかに進む

入っていく いっちにーさんしーいっちにーさんしー

四角い渦を描くように中心へ移動

しーいっちにーさんしー

お尻の穴を閉じたり開いた

前を向く

バカが歩いている
03:40

すがすがしいバカ

バカのすがすがしさ

ふぅ

キック 空気の塊を両手で抱える 右生足チラリ

首がぐるり 体を、

や

左足痙攣 プルプルプルプル 手足を放り投げる いちに回転

クネらせている 両腕を振り上げ、跳ねる

四方八方に鋭角な

一回転する 手を交互にあげ、後ずさり、崩れる

棘が出る

起き上がり、崩れる 立ち上がり左を向き、両手を

狂暴な金平糖のような鋭い棘

に吹かれる 股割り 地球の中心に全体重 引き上げ 爪

横に開き、広げた足で地面を打つ

攪拌される

先立ちからのガクガク ステップ 脳梗塞のジェームズブラ

体を震わせながら、少しずつ、舞台の中心へ、移動

が、棘が小さく

ウン 足首を素早くきゅきゅきゅきゅ

体が揺れている

なってきた

突然振り付けが始まる

左足

して 盆踊り ボンダンス 床が滑る 起き上がっても滑る
尻穴から頭頂にウェーブ カカシになって起き上がる 風

04:00

手の踊り 二本の腕の骨 関節が幾何学的な線を描く
04:20

柔らかい手首の曲線 流れるような筆使いで空気の流れを作

05:00

04:20

手首を合わせ 蝶のように ひらひら 右肩へ

ほどの痛み

動きの詳細は省略 音声ガイド 2 で 次の場面の説明をします

手をふわりと動かし、両腕揃えて右上から左下

内臓が 優しく切られる、

水を振り落とすように

甘い殺戮

擦りあって、胸の前で交差する手首 手首から返して くるり

切開され、小さく、

縦 3 個、横 3 個の 9 個

のマス目をイメージ 番号を振る 左前から右に向かって

04:40

しかし耐えきれない

切り開かれ、

くるり 顔の横で手を合わせる まっすぐ立って

細かく、切断され、

真ん中は 5 番

左腕を上げ、交差 顔の横で手を合わせる

また、優しく切られ、切り開かれ、

素早く移動する 体の水を揺らさない

両腕を下ろし、顔の前で手を交差 顔の横で手を合わせる

切開され、

マス目を移動したら一瞬で凍る カチッ 重さが床を越え

両腕を上げ、

小さく、細かく、

5 番に体を置く マス目からマス目に

て地球の中心に落ちていく 体を置ききってから移動する

05:00

4 番 もう一段さらに重く 5 番
3番

客席だけが正面じゃない

4

1

顔の横で手を合わせる

9番

05:20

向きを変え続ける

抜け殻の 悲しき身体は

舞台の中心から四方八方に移動し、向きもバラバラ、

あちらこちら

足をすばやく動かし、移動ごとにぴたりと止まる

この部屋の中に

倒れこむ

前、尻もち

右奥へ、前、左、右奥、右奥

床に刺さる

3 ピタ
05:40

床が泥

切開され、

前

あちらこちらに

2 3 4 リズムにな

泥を塗んねん こう ステップで

モタッ ボタッ

尻餅 置いてかれるぅ

（攪拌され！）

動きを止めている
舞台右へ歩き出す

2

1

いる人たちまでもが
優しく切られ、

前、左、左、奥
右、右、左、左へ、左を向き、

と ステップ

1

切断されてゆく

左へ歩き出し、表情が戻っていく

定まるとこなく、

空間に確実に体を置く 流れない

5 2 3

右を指し交差

5 番から 6 番 カチッ

足裏だけじゃなく他の部位も使って床に触る 7 番

先ほどと同じように

また

あちらこちら

四方八方へ移動していくが、すばやい動作はなくなり、

あちらこちらあちらこちら

酔っ払ったかのように、よろけながら移動を繰り返して

痛たたたたたたた

いる 足を踏み出すリズムが、

痛みは大きく

不規則になっていく

あるいは小さく

右、前、後ろ、右、後ろ、前

左右りに

崩れたリズムを取り戻そうとするが、

大きく、小さく

ふらふらとした動きで今にも倒れこみそう

左右りに小さく、

左、よろよろと後ろ、

大きく

後ろ、前

ゆらゆらゆらゆら

もっと狭く

体に力強さはなく、何とか動いているようにも見える

ゆらゆらゆらゆら

体よりも狭く 体の中に踏み入る

足取りがさらに不安定になっていく

泥 3 んっ4

リズムを取り戻そうとするが追いつかない

骨盤の奥で ベチャッ モタッ

移動する範囲が狭くなっていき、

1

6 9

1

5

1

5

3 5 追いかけんねんけど 8

泥に足がとられてまうねん

8

2 1

1

2

泥にまみれる 3

田んぼだった

9

7 2

06:00

2 9 あかん 遠い

6 マス目が狭くなってくる

1

リズムも汚れる 1
06:20

腹の中が

1 23 次は左から右に 4 56 左斜め後ろから右に 789

6 番から 5 番へ 次は 1 番

06:00

腹の痛みは やわらかな痛みに
優しく、やわらかでいながら、

右上から左下へと

振りかぶる 両腕を胸の前で水平、右下へ

じゃあいきます

05:40

目を見開き、歯をむき出した笑顔のまま、手を交差 、
くるりと回転、しなやかな手先

聞こえないが聞こえる民族音楽 ちゃんかかかんかん…

次のマス目に引っ張られて体が動いたり 揺れを残したりしない

05:20

痛みがまた暴れ出した

る 細かな指先の動き歯をむき出して固まった陶器の笑顔

床に 1 メートル四方のマス目
04:40

回る ひょこぐる

03:40
左足を蹴り出し、両腕が泳ぐ、体が波打ち、

いっちにーさんしー

04:00

踊りながら進んでいく
へその周りをぐるぐる

2

4 空間も泥だらけ
田んぼ 3 んっ 5

田んぼもっと狭く 1 っ 8

06:20

音声ガイド①

06:40

音声ガイド②

体はよろけつつ、中心に

おお、

ふぐぅんがっ 目の奥の筋肉を

動きが収まっていく

やっと痛みが

使って こう 7 っ 2

動作が 徐々に緩やかになり、

収まってきた

体にも泥がつまってくんねん いちっ はちっ

疲れが見えはじめる 中心から

蠢きは感じる

足の踏み込みが、ほとんどなくなっていく

こおろ、こおろと

胃の付け根で 1 っ5 鼻の奥

06:40

んぐっうっ
07:00

07:20

07:40

音声ガイド③

こうっ んっ あぁ もう わからへんねんな

揺れる体

蠢く痛み

こうぅぅ 田んぼ

移動はなくなり、足は踏み出さないが、

こおろ、
こおろと蠢く

07:00

土地がな こっぁぁ

体の内側では、移動を繰り返しているように見える

もうわからへんねん あかん

体の代わりに、口を左右に動かし、

痛み

もうあかんわ

眉を上げ下げして顔の動きが激しくなる

それもやがて

表情は、苦しんでいるようにも悲しんでいるようにも

和らいで来た

見える だんだんと、動きは弱まっていく

静まる

両腕は、綿を抱えるように

静まる

体の前へ

静まる

はぁ あぁぅ〜

07:20

動きがほとんどなくなり、

両腕がゆっくりと

静まる

下がっていく

小さく

なんやったけな

変化がわからないくらい

小さく

あの音

少しずつ 腰を落とし始める

あ なんか なったな 音 いま

07:40

小さく
背筋は伸びたまま、腰が落ちるに伴い、
08:00

08:00

膝も深く曲がり始め、

小さく

じーっと泥が

体の重心が下へ下へ

崩れていく ゆっくり

落ちていく

豆のように

じー

膝だけが、くの字まで曲がる

小さく

空気いすのような状態になり、
08:20

夏の

08:20

終わり〜

08:40

腰がさらに落ちていく

豆の

一定の速さで、腰を落とし続けている

ように

夏の

しゃがんでいるような状態になるが、

小さく

終わ〜

腰はまだ、床へ着いていない

あ〜〜〜〜

08:40

両腕は、体のバランスをとりつつ、

情けない

膝を抱えるように 体の前

こんなものしかなかった

同じ速さでゆっくりと落ちていた腰が、
床に着きそうになる 上体と両腕を

床につぅー、、、

静まり
（謡で）豆の
ように

少し右に傾けて、バランスをとっている

お尻だったところが
09:00

痛みは

まるで何かを壊さないように、慎重に、

09:00

腰が地面に

くぅ、ぃ〜、、、

到達する

ああ 〜ぁ〜

重心が地面へ移動し、上半身も後ろへ
倒れはじめる

小さく

静まり

仰向けになっていく
09:20

太陽

09:20

乾いて

09:40

両肘も地面に着き、バランスをとるように、
足が少し床から浮いている

ポロポロと

バランスを保っていた足も、床へ落ち、手の先と頭だ

やがて

崩れる

けがまだ少し持ち上がっているがゆっくりと目を閉じ、

痛みも

頭も倒れていく

苦しみも

09:40

天井を仰ぐ
ついに、体全体が、

静まり

仰向けの状態になり、静止する

消えてぞ
失せにける

10:00

10:00

が、
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ダンスと音声ガイドは
どう共存できるのか

三種類の音声ガイドの中でも、研究会メンバー

捩 子｜今 岸 本さんが言ったことに通じるかどう

によるガイド②は、多くの地道な議論と試行錯誤

かわかりませんが、僕は音声ガイドを自分で読み

を経て、本 番 直 前に何とか完 成までたどり着い

上げるという選択もあったわけです。しかしそれ

た。本番終了後、メンバーが改めて集い、三つ

をやると、ないのと一緒というか、あってもなくて

のガイドの感想を共有し、音声ガイド制作のプロ

も一緒のダンスになってしまうと思ったので、自

セスを振り返った。自分たちがつくったガイド②

分がつくったものに距離が欲しかったんです。そ

は、今回何を達成できたのか。当初果てしなく思

れで安藤朋子さんに読んでいただきました。
「①

われたダンスに音声ガイドをつける試みに乗って

が正解だと思われるのはどうなのか」というのは

みて、それぞれどう感じたのか。苦労を共にした

他の観客からも聞きましたが、
「そうか、そうなの

メンバーによる率直な意見から、ダンスと音声ガ

か」という感じです。そんなはずはないだろうと

イドのより良い関係を考える。

思ってつくっていたので。
田中｜安田さんのガイド③はどうですか？
捩子｜安田さんはよくぞやってくれましたという

三つの音声ガイドを振り返る

参加メンバー

加藤和也［FAIFAI ／本番では音声ガイド②のナレーションを担当］

田中｜まず三種類の音声ガイドの感想から始め

ます。僕も同じでしたが、②があるならわたしは

たいと思います。どなたか感想をいただけますか？

こちらでいきますよという感じだったのではないか

岸本匡史［あうるすぽっと］

岸本｜能楽師である安田さんのガイド③は本番

と思います。

捩子ぴじん［ダンサー／音声ガイド①の原稿作成も担当］

のときに聞けなかったので、今回初めて聞きまし

日夏｜そういう意 味では、かなりのお客さんが

日夏ユタカ［フリーライター］

たが、とても笑いました。これはずるいと思いまし

三種類の音声ガイドをザッピングされていた、と

松田高加子［映画音声ガイド制作者］

た。私たちが取り組んできた視覚障害者への情

後で聞いたときには驚きました。まず丹念に動き

報保障という視点からは多分全然違うからでしょ

を説明している②を最初から最後まで聞いても

金子 聡［食品メーカー勤務／中途失明／パントマイムが趣味］

聞き手

田中みゆき［キュレーター／本プロジェクト企画］

48

気分です。なぜ安田さんがあのようなことができ
たかというと、やはりガイド②があるからだと思い

Prologue 1

うけれど、見えている人が聞いてもすごく面白い

らい、次に①か③というルートが 一 番おすすめ

と思いました。あと、ダンサーによるガイド①が正

かな、と思っていた部分があるのですが、あんな

解ではないとわかっていても、ガイド②はどうして

に自由に聞いてもらって。本当に、やってよかっ

もそこに寄せたくなってしまいました。

たと思いました。観客が受け身にならず、こちら

田中｜ダンサーの目線にということですか？

の提供したガイドをうまく使ってくれたのは嬉し

岸本｜そうです。研究会でつくったガイド②は動

かったです。

作を完全に追えているときはガイドに迷いがない

田中｜日夏さんは③がうらやましい、
ともおっしゃっ

のですが、追えなくなったときにどう表現するかと

てましたよね。

なると、ダンサーが思っていることを取り入れたく

日夏｜それもまた自由さです。安田さん目線でつ

なってしまう。ガイド②はどこまで俯瞰した視点

くられたことで生まれた、ガイドとしての気持ち良

で話せるのかどうかはテーマのひとつかと思いま

さというものに対する、うらやましさなのだと思い

した。

ます。特に今 回、安田さんのガイドは暗 闇の中

研究会メンバーによる座談会
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で踊ることに対してすごく的確なものができてい
た。
「天岩戸神話」をモチーフに、日本のダンス
は暗闇から始まったことを起点としたアプローチ

ん。②は何かしら映像がつくれるし、自分でも動

やられたという感じを受けました。

が気になりました。目をつぶって三つ聞くと、全

けるかもしれません。③は踊りを見る誰かの物語

そもそも研究会のプロセスとして、ぴじん先輩

然 違うとは言いませんが、受け取る印 象がかな

を聞いているので心地よく、乖離している感じは

に弟子入りのような感じだったじゃないですか。

り違って聞こえました。この差異はどのぐらいの

は素晴らしかったです。

全然なく成り立っていて、すごく楽しかったという

田中｜金子さんはそうでしたね。

範囲なのかなと思いました。例えば本を読むとき

田中｜①と②を合わせたものがあってもよかった、

のが普通の感想です。

金 子｜かつ、僕は興 味 津々、やる気 満々のよう

に、作 者が意 識していたものと読 者が想 像する

という意見もありました。

日夏｜イヤホンと耳が三つ必要ということですよ

な感じで入っていったじゃないですか。ですから

ものは、ある程度の軸は一緒だとしても、全然違

日夏｜もちろん最初は土台として②をつくること

ね（笑）。

結果的にぴじんさんのダンスを取り入れたいとい

うと思います。そのぐらいの差異として受け止め

にはすごく意味があります。全部の動きをきちん

松田｜ただ、どれも始めから終わりまで聞かない

う欲求がすごく強かったと思います。結局、視覚

るのか、例えば英語を日本語に翻訳するときのイ

と記録しておくことは重要だと思いますが、それ

とわからないというものではないので、逆にちょう

障害当事者として参加できてすごく幸せだったと

メージは変わるから、そのぐらいの差異として捉

をお客さんに捩子さんのダンスとして届けるため

ど良かった気もします。

思っていて、いろいろなことを考えました。

えるのか。あるいは映像の場合、監督がイメージ

の工夫がもう少し必要だったかもしれません。例

あと、②をつくる工程で言うと、正しいと言った

えば、②を聞いて、暗くなるときに捩子さんでは

ら変だけれど、正しかった気がしています。最初

イメージがなかなかできない、あるいは楽しいと

像とお客さんが見ている映像は同じだけれども、

ない人がいても、それが成立してしまうのではな

はみんなすごく混乱して、無理だの何だのと言い

感じられない人にしてみれば、安田さんのものが

やっぱり違うと思います。そこまでいってしまうと、

例えば、今回はコンテンポラリーダンスという、

しているものをつくるときに、監 督が見ている映

いかという危惧が思い浮かんだので。

ながらも、田中さんが「やりますよ」
と言うから、み

一番フィットするというか、楽しかっただろうとい

バックグラウンドによって受け取るものが全部違

捩子｜そんなことはないと思います。僕は今回ダ

んなも一生懸命絞り出して（笑）、これでほぼ完

うことがひとつです。

うとなってしまいますが、今回のこれらはどういう

ンスをつくるときに、音声ガイドと自分の踊りは支

成というものができてきたときに、捩子さんから話

え合いながら観客に届くものだと思ってつくって

を聞いて書き換えた部分があったと思います。②

はっきり言ってどんなふうに踊っているかは途中

た。

いるので、①と②と③は違うし、それぞれで受け

だけで成り立つと思ったのは、ただ単に私たちが

でどうでもよくなってしまう。ダンスはその人が

田中｜それはガイド②に限らずということですね。

取るダンスも全然違うだろうというのは想定して

見たままを書いたのではなく、同じ動きでも捩子

楽しければいい、あるいはディスコのように好き

加藤｜むしろガイドが三つあったことによってと

つくっています。あそこで他の人が立っていたと

さんから聞いた話で書き換えると違ってくるじゃ

で踊っていいというルール無用の前提で言えば、

いうことです。

僕みたいにうずうずしてきてしまうタイプは、

範囲の受け止められ方をしたのだろうと考えまし

して、同じものになってしまうことはないと思いま

ないですか。その言葉を使えていたのは、見なが

捩子さんの解説が一番踊りやすいわけです。そ

岸 本｜もしガイドをひとつだけつくるということ

す。自分の踊りは音声ガイドだけで伝わるもので

ら聞くとより自然に聞こえるし、さらに本 番で読

うなってくると、ではテキストは何だということにな

だったら、多分②の情報保証をしながら①に寄

はないと思っています。ただやっぱり①があるか

んだ加藤さんが最終的に詰めたので、加藤さん

るんだけれど、ダンスをきちんと理 解できている

せて伝えるのがベストだと思います。その中にひ

ら②で伝わるものはあったと思います。

が理解した言葉がより出ているような感じがして、

人からすれば、②の文章化させたロジックが多

とつの作品として楽しめる要素を入れていって、

日夏｜なるほど。

より聞きやすく感じました。私たちが与えた言葉

分衝撃的だったのだろうと思います。

それだけで聞いて楽しかったというものにできれ

松田｜ありがたいことに、わたしは三つともザッピ

を最初は一生懸命やってくれているという感じで

加藤｜自分が読んでいるのをあらためて聞くと、

ばいい。でも今回は三つに分かれていたから、②

ングしながらリハーサルも本番も聞けました。リ

したが、最終的には加藤さんの言葉になってき

冷や汗が ...。映像を見ると、細かいところの解像

はどうしようということで、スタンダードなスタイル

ハーサルのときは両耳で①と②にもやりました。

た感じがしてきたので、それは自分の仕事として

度が（舞台裏で見ていたモニターの映像と）全然違

になったと思います。

相当ぜいたくに聞くことができました。その感想と

はすごく勉強になりました。

うので冷や汗をかいたということ、伝わる距離感

金子｜そういう意味で言うと、②の完成度はすご

しては、三つでひとつだったなと思いました。①

金子｜僕は本番のとき、二 回とも捩 子さんのを

は内側の話にしかわたしには聞こえなくて、見え

聞いてしまいました。②と③はある程度想像でき

ているわたしからすると、面白い、面白くないは別

るといいますか、こんな感じだろうとイメージして

として、踊れるかといったら、あれではわたしには

いたので、一番想像しにくかった捩子さんのもの

三つのガイドの受け止められ方の差異は

踊れないし、ビジュアルとしては浮かんできませ

から聞こうと思って、ある意味衝撃といいますか、

［加藤］
どのくらいの範囲なのかなと思いました。
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く高いと思います。当日来ていた目の見えない方

イミング、手法はきっとあるのだろうなという…。

たちにも結構評判良かったです。

他の物語にしてしまうということだったら伝えやす

松田｜そうですよね。わたしもすごくそう思ってい

くできるけれど、あくまでもダンスと音声ガイドが

ました。本当にみんなすごいと思いました。

がっつり四つに組むようなものが多 分 理 想なの

金子｜完成度は高いです。いろいろな人がいる

かとは思ってやっていました。

ので、もう少しサンプルとしていろいろな意見を

松田｜お客さんのひとりが「ダンスはやっぱり目

取ったら、また質も上がってくると思うし。せっか

だけで見ているのではないことがわかってよかっ

く始まったことだからどんどん前に進んでほしい

た」とおっしゃったのを聞いて、わたしはすごく嬉

し、弁士のように「日夏さんのテキストが面白いか

しかったです。わたしも映画に対してまったく同

ら行く」となってもいいと思います。そしたらダン

じ感 想を持ったことがあるので。でも「ダンスは

サーも日夏さんにつくってもらおうかなとなる。そ

やっぱり目で見ているだろう」と思いながらこのプ

れがビジネスとしてきちんと成立していて、視覚

ロジェクトに入って、本番まで「やっぱりかっこい

障害者がたくさん来るようになってくれればいい

いと思うのは目から来ているのかな」と思っていま

と思っています。

したが、本番の捩子さんの本気のダンスを見て、
目だけではなかったとわかった。特に暗くなった

ダンスは共有できたのか

つくったガイドを全員で聞き感想を共有する研究会の様子

ら、わたしにとってそれが如実でした。空気と音
と吐 息など全 部、そしてお客さんが息を呑んで

田中｜誰目線でつくるのかというのは難しかった

いる感じもよかったと思いました。みんなと共有

ところですね。①と②がひとつになってしまうと、

できた感じはあった気がしています。

視点があちらこちら移るということですから。もう

金 子｜それぞれの感じ方、関わり方によって随

少し主観的な気持ちが入ってもよかったのでは

分変わるとは思いますが、これからユニバーサル

ないかということですか？

デザインやバリアフリー化などいろいろ求められ

日夏｜そうですね。それはそもそも僕が今回参加

ていく中で、
「もう一回見たい、踊りたい」
と思うこ

した動 機と絡むところがあります。ダンスをもっ

とにつなげるためには、今回のように幾つかのも

と言語化したいと思っていて、動きを表現するこ

のを選べて、それぞれに楽しめる感じは間口が広

とがダンスを言 葉にすることではないだろうとも

くていい。その代わり、そういったものをつくるの

思っています。あと、捩子さんの「この動きはかっ

は大変なので、そこまで一生懸命つくってくれな

こいい」というところを言葉で伝え切れていないと

くてもいいです。

いう悔いが自分の中にあります。終わってしばら

一生懸命テキストをつくっても、実際に音楽が

くたって考えていても、良い方法がまだ見つから

始まり、ウワーッとなってダンサーも熱くなって勝

ないです。

手に踊り始めたりしたとき、動きを的確に描写す

田中｜動きを伝えるだけではないとすると、何を

るよりも、ノリというか「シェイク、シェイク」と言

伝えるのかということですか？

う方が伝わったりするじゃないですか。そう説明

日夏｜はい。動き自体も、もっと適切な言葉やタ

せざるを得ないし、こちらもそう理解せざるを得な
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いという、待ったなしの真剣勝負です。だからあ

「脳梗塞のジェーム
金子｜（ガイド①で出てくる）

り方もあったと思います。

けれども、そうではなくて、イメージに向けて踊る、

まり突き詰め過ぎて、時間やお金をかけ過ぎると

ズ・ブラウン」と言われても、わからない人はわか

金子｜始まったばかりのことだからダンサーはこ

音声ガイドもそこに向けてつくられている、それは

もったいない感じがします。

らないです。わからないけれども面白いと思う人

れからいろいろな試みをすると思います。例えば

普段のダンスと全然違います。自分の普段のダ
ンスは視覚に向けてつくられているので。

この前、ある演劇公演を見に行きましたが、よ

と、
「何それ」と言う人がいるわけです。それは見

中原中也の詩で踊る人もいるわけじゃないです

くわからなかったんです。視覚障害者用の事前

える、見えないは関係ないでしょう。結局、捩子

か。それは逆で、テキストが先にあって、それを踊
ダンスを “ 編集 ” する音声ガイドという考え方

説明会があって、それにもきちんと出たし、いろい

さんが「脳梗塞のジェームズ・ブラウン」を伝え

（ガイドをつけるなら）私たちが説明を聞
りにして、

ろな質問も投げたし、背景や衣装も全部教えて

たいから言っているという事実だけで、受け取り

くという順番になる。

もらいましたが、始まったらやっぱりよくわかりま

方は自由ということだから。そういうところで言う

捩子｜それも成立すると思います。実際にこうい

田中｜松田さんは普段ガイドをつけるのは映像

せんでした。
「解説してほしい」とみんな言ってい

と、障害の程度は関係ないです。

うものを伝えたいから音声ガイドもこうしてほしい

じゃないですか。今回、目の前に生身の体がある

ました。シェイクスピアだから台本があるのでもっ

田中｜そうですね。だからすごく難しいですけれ

とオーダーを僕は出さなかったけれども、きっと

状況との違いで他に感じたことはありましたか？

とできそうだし、ミュージカル仕 立てになってい

ども、次にやっていく中では、視覚障害者を意識

こういうふうになるだろうと想像していたイメージ

松 田｜ 映 像 は 編 集さ れているので、ディレク

たので、前衛的なところだけうまく解説してくれれ

するのは当然あるとしても、やはり「コンテンポラ

はあります。自分の動きの足音を意識的に出そう

ターがどうしたいかがカメラワークなどからある

ば、台本が欲しかったとすごく思いました。

リーダンスの何を伝えるのか」ということになって

としたり、そこに人がいるという雰囲気が客席に

程度見えています。今回はライブで本当に生もの

松田｜ガイドの大きな役割のひとつが同時性を

きますね。

持つことです。それがあるのとないのとでは現場
の感じ方は全然違います。

音声ガイドとダンスの関係性

田中｜今回上演＆トーク終了後のアンケートで

伝わったりするようなものと、音楽、リズム、音声

だったので、わたしがわたしの言 葉で何か言う

ガイドの言葉が 10 分の時間を埋める。フレーズ

しか伝えられないものがあるような感じはすごく

をつくったり、メロディーをつくったり、つまり自分

あって、そこに違いは感じました。

のダンスは音楽に近いものとして観客に届けられ

捩子さんを見てすごくかっこいいと思っている

視覚障害との関係性を見たかったので、視覚障

捩子｜今回この企画の話をいただいたとき、最

るだろうなということを想定してダンスをつくりま

わたし。それはなぜだろうと考えていたのですが、

害の有無や、どのガイドが良くて、なぜ良かった

初の感想は「しまった」というものでした。これま

した。それは結構成功していたのではないかと思

わたしには絶対できない動きをしてるんです。そ

のかを聞いています。その中で見ると、視 覚 障

で自分は客席に目の見えない方がいることは考え

います。

れを平 然としているように見えるから、やはりそ

害と良かったガイドは関係がないことがわかって、

てきませんでした。つまりどういうことかと言うと、

田中｜普段の捩子さんの踊りよりもサービス精

の風貌からくるかっこよさも言いたい。あとは澱

そのことが一番やってよかったことのひとつとわた

観客の体の状態は人によって違いますが、そうい

神旺盛といいますか、すごく充実した濃いダンス

みないことは澱みない言 葉でしか伝えづらかっ

しは思っています。結局、バックグラウンドによる

う差異に向けてダンスをつくることは考えも及ば

だと思って見ていました（笑）。

た、
「澱みない動きです」と言ってもつまらないか

ということです。視覚障害は本当にそのうちのひ

なかったです。そのスタンスでダンスをつくること

捩子｜なぜそうなったかと言うと、目に向けてつく

ら、畳みかけるように言ったほうが伝わると思うと、

とつで、育ち方や何を見てきたか、どういう友達

もできたと思います。つまり、今回僕のダンスは

らない、イメージに向けて自分の踊りがあるという

ある意 味、余白がなくなったというのもありまし

がいて ... などがほとんどだから、障害自体はあま

音声ガイドと支え合って、ガイドと一緒に入って

ことです。要するに、言葉もイメージを形づくりま

り関係ないと思っています。もちろん例えば先天

いくようにつくってありますが、音声ガイドに翻訳

す。それは実際に視覚情報に変換されるイメー

性の人には先天性だから気をつけなければいけ

されることを考えずにダンスをつくる、音声ガイド

ジだったりもするし、もっとよくわからない身 体

いるから聞いて」という気持ちはしました。

ないことはあるけれども。

の作成に自分が一切関与せずにつくってもらうや

感覚や音などいろいろなものがあると思いますが、

日夏｜今の話を聞いて、相手の想像力にどこま

目をつぶっていても夢を見ることもあります。その

で任せていいのかと悩んだことを思い出しました。

た。だから三つあることはわたしにはすごく良くて、
「わたしが言えないことはこちらとこちらで言って

イメージに向けて自分のダンスも使われる、その

「 常に言 葉がないと置いていかれてしまう」とい

イメージの下敷きとして踊っているから気楽でし

う話を金 子さんからも聞いていたし、岡 野さん

イメージに向けて踊る、音声ガイドもそこに向けてつくられている、

た。目の前の人に向けてつくっていないというか。

も似たような話をされていましたよね。ですから、

［捩子］
それは普段のダンスと全然違います。

もちろん自分のダンスを目の前の人が見るのだ

常に音声ガイドが状況を発信しなければいけな
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田中京子（ワークショップ 2 講師）と踊る金子聡

やっぱり違うかもしれないし、ニュアンスだけ伝え

くれるのだったらそれでいいと思うし、客観性を

ても違うかもしれないから、バランスだとは思いま

突き詰めたすごく研ぎ澄まされた文章だけれども

す。多分正解はないと思うので、こういう選択肢

干渉してしまうというのだったら、そこまでこだわ

があるということを伝えて、描写に特化するのか、

らなくてもいいと思います。

雰囲気に特化するのかという方向性を決めてつ

日夏｜ダンスの音声ガイドは難しいと思っていた

くるのがいいと思います。

けれども、例えば野球はラジオであれだけ多くの

捩子｜今加藤さんが言っていたのは、要するに、

人に聞かれていたし、同じように、ある種ダンス

ダンサー目線の正 解をつくるという方 向も、選

的な要素もあるプロレスもラジオ中継が盛んだっ

択肢のひとつとしてある、ということだと思います。

た時代があるじゃないですか。

今回はそうではなかったです。僕は音声ガイドに

だから動き自体を言葉で説明しにくいというの

よって自分のダンスがどのように伝わってもいい

は勘違いなのかなと。もちろん、野球やプロレス

と思っていました。

は勝敗というかなりはっきりした “ 物語 ” が存在

松田｜ダンサーも普通にお客さんに向けてやる

するから伝えやすいとも思うけれども、例えばプロ

ときに、全員にわかるようにと思ってやっているわ

レスも「ブレーンバスター」と言ったらわかる、そ

けではないと思えば、出す側はこれでいこうと決

の一言ですごく複雑な体の動き、形が表現でき

めるしかないですよね。障害者にだけどうにかし

てしまうというのは、継続して広めていけば言葉

てわからせようとやる必要はそんなにない気はし

が後から定着して便利な道具として生まれてくる

ています。鈴木さんのワークショップ（p.12、13）

ということだと思います。続けていかないと難しい

のときに、スポーツには実況者とは別に解説者が

という話であって、ダンスを音声ガイドに落とし

入るという話があったと思います。捩子さんは平

込むことが無理なわけではない。逆に、今後ダン

然とやっているようだけれども、実際にこれをやる

スの音声ガイドがどんどん当たり前になったとき

ことはすごく大変だと誰かしらが一言言うだけで、

に、それが 10 年、20 年先かもしれないけれども、

何か凄いという感じがしたりするような気がして

こんな言 葉でダンスを語ることができたんだぁ、

います。

という発見に出会えるかもしれないと思うとわくわ

金子｜日夏さんが最初に言っていた、ガイド①

くしますよね。

いといった心理的な足かせがあった反面、
「そん

勝手に想定するのではなくて、ある程度はつくる

と②の間でわたしはいいと思います。岡野さんと

なに言わなくていい」という意見も出てきていて。

側の意思で投げるしかないのではないでしょうか。

わたしがちょっとした間をつくってほしいというの

音声ガイドが当たり前になるために

ある程度は説明しなければいけないけれども、あ

加藤｜今の時点で僕が思いつくのは、もし次や

も、やっぱり視覚障害者だから想像する癖がある

るときは放っておかなければいけないしという、何

るとしたら、最初にダンサーにそのダンスで伝え

じゃないですか。イメージして自分の中に落とし

田 中｜今 回は初 年 度なのでいろいろなワーク

となくわからなくなっていたところが自分にはあり

たいものがあるのか、勝手に受け取って欲しいの

込んでいくのが追いつかなくなったりすると、言

ショップや研究会を重ねましたが、通常のダンス

ました。ただ、今の松田さんの話を聞いていて、

かを確認します。伝えたいものがあるなら、どうい

葉としてかぶせられるのが辛くなってくるという意

公演で今回の手間は現実的ではないですよね。

自分が感じたことをわりと素 直に届けようとすれ

うニュアンスで伝えたいのかを聞いて、それを反

味だと思います。けれどそこまで一人ひとりのこと

岸本｜ゆくゆくはガイドをつくる人も照明や音響

ばいいのかなとも思いました。それでしか納得い

映させる方向にしたいと思います。完 全な客 観

を考えられないだろうから、ダンサー目線のざっ

スタッフのように、稽古の後半から参加して「こ

くものはつくれない気がします。見えない観客を

性は結構難しいと思うので。動きを全部伝えても

くりとした説明であることが結果的に間を生んで

う伝えるつもりだけれど、どう思う？」というディス

56

Prologue 1

研究会メンバーによる座談会

57

金子｜いろいろなものにそうやって音声ガイドが

と同じ状態になるわけじゃないですか。だから逆

るという感覚はあります。

最終的に作品としてきちんと仕上げるのがベスト

ついていけば、僕らが聞いて淘汰されていくもの、

に真っ暗だからこそ息遣いや足の音など入ってく

松田｜映画はたまたまシティーライツという団体

かなとは思います。

選ばれるものが出てくると思います。

るものもあって、ひとつの楽しみ方として成立し

の活動から始まって、UDCastというアプリを開

見えない人が面白いと思えることは、見える人

得るものだと思います。確かに目の見える人から

発するところまで 16 年かけて至った。環 境や状

にももちろん面白いことだ、というユニバーサルデ

見たら、映画にしても、ダンスにしても、どんなに

況、マーケットができてきたら、何にしても成熟し

カッションを演出家やダンサーたちとしていって、

田中｜つくり手をそういうふうにどう育てられるか
も課題だと思います。
金子｜予算に応じてやるかどうかが左右される

ザインの原則のような、うまく言えませんが、今回

背伸びして頑張ってもそこまでは楽しめないです。

ていきます。たまたま日本では映画が先行しただ

ということだと思うから、予 算がないのだったら

のはある種のゴールをきちんと切れていると思う

けれども楽しめないと諦めている人よりはずっと

けで、それはダンスも映画も関係ないかもしれな

ないなりにやろうとならないと始まらないです。む

から、それをベースに全然違うことをやってもい

楽しいわけです。そこまでだから、あとはそれぞ

いと思います。

しろ大事なのは僕ら側が関心を持てるかというこ

いと思います。

れの見方に投げられているだけだから、真っ暗な

田 中｜捩 子さんは今 回の経 験を他のダンサー

とです。変な話ですが、視 覚 障 害 者を 20 人 集

松田｜日夏さんは音声ガイドつきの映画を見た

ところで踊っているダンサーを音声ガイドで見る、

に伝えるとしたらどう伝えますか？

めて障害者割引で半額にするなら、定価で取っ

こともなく来ましたが、やる前の自分がどう思って、

感じるというところまでだから、目の見える人たち

捩子｜やってみればということです。考えたことな

てそのお金をそちらに使えばいいのにと思います。

やった後の変化はありますか。こう思い込んでい

がこちらに寄ってきてくれて、一緒に日頃の僕ら

かったでしょう、でもやってみたら、ということは伝

やっぱり視覚障害者はダンスに親しむということ

たとか…。

のことも含めてわかってもらえて楽しんでもらえた

えたいです。そんなに大変ではないかもしれない

に関して下地が弱いです。私たちもきちんと育っ

日夏｜やっぱり厳しいだろう、無理だろうくらい

ら、それで十分だと思います。この活動がきちん

です。今回のプロジェクトは労力をかけたけれど

ていかないと付いていかれなくなると思います。

に思っていました。

と大きくなってほしいし、もっと広まってほしいし、

も、そんなに労力をかけずにできるかもしれませ

松田｜もっと言うなら、晴眼者のお客さんも見て

田中｜なぜそう思っていましたか？

当たり前になってほしいです。

ん。正解はないですから。客席に晴眼者だけで

面白いとなればマーケットはもっと広がりますが、

日 夏｜ダンスは視 覚 のものという先 入 観 が 強

田中｜視覚障害者をどう集めるかという問題と、

はなく、視覚に障害のある人もいるとダンスも変

そうなったときにはつくり方が変わってくるかもし

かったです。

つくり手をどう集めて、あわよくばその人たちが、

わってくるし、それは結構面白かったということは

れないですね。でも今 回は本当にたくさんの視

松 田｜それを言 葉にするのは無 理だろうと思っ

それこそ一人ずつ「この人に書いてほしい」と言

伝えたいです。

覚障害者が出たり入ったりしたから、そのことは

ていたのですか？

われるぐらいに続けていけるためにはどうすれば

本当に意味があったと思います。

日夏｜言葉にはできるけれども、自分が感じてい

いいかを考えています。例えば映 画の音 声ガイ

金子｜今度またどこでやるのと当日言ってた人も

るダンスの魅力の最良の部分を直接伝えるのは

ドのように、視覚障害のある人に情報を伝えるた

いましたから。

難しいと思っていました。けれども、今回やって

めのベーシックなルールを共有するとか。それの

松田｜「見たいです」という声がカスタマーサー

みたら方法は絶対にありそうだと思いました。ま

ダンス版ができるのかどうかということとも関係す

ビスに届くのが実は一番有効で、東宝さんは最

だようやくスタートラインに立てた段階なんでしょ

ると思っています。

初の頃は、それに従って音声ガイドをつくってい

うけど、必ずゴールはあるなぁという手応えは感

日夏｜もしかしたら二時間ぐらいのワークショッ

たぐらいです。映画『永遠の 0』はそうです。見た

じました。

プである程度のところまではいけて、あとはとにか

いという声が届いたので、つくってくださいという

金子｜ダンスの楽しみ方のひとつとして、捩子さ

くつくっていけばなんとかなるのかなぁ、と（笑）。

感じでした。単純です。

んが真っ暗な舞台で踊ることは、結 果 的に僕ら

今 回はたくさんワークショップをやってもらって
面白かったし勉強になったけれど、単にダンスの
音声ガイドをつくるためだったら、もっと圧縮して
これだけあればいいという要 素はまとめられると

いろいろなものに音声ガイドがついていけば、

思いました。映画の音声ガイドという先行して進

［金子］
僕らが聞いて淘汰されていくもの、選ばれるものが出てくると思います。

んでいるものがあるので、すでに道路はできてい
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1

音声の運動、ダンスの運動
細馬宏通
［人間行動学者］

R E V I E WS
レビュー

本企画では、ひとつの踊りに対して三種類の音声ガイドを付すというユニー
クな試みが行われている。

1

細馬宏通

この試みは、視覚障害者の人たちのために音声ガイドをつくるという目的を

［人間行動学者］

持っている。だが、それは、音声によってダンスをひたすら描写しようという試
みではないことにまず注意しておこう。例えばフィギュアスケートの音声ガイド

2 岡野宏治

を聞くとき、私たちはそこで唱えられる技の名前からその動きを想像することが

［鍼灸・マッサージ師／研究会モニター］

できるし、それがいくつかのジャンプやスピン、ステップで構成されているであ
ろうことをあらかじめ予想できる。しかし、ダンスはいくつもの名状しがたい体

3 平塚千穂子

の動きによってできており、あらかじめどんな構成なのかを予想することはでき

［バリアフリー映画鑑賞団体 シティ・ライツ代表
ワークショップ 2 講師］

ない。ダンスで起こる主要な身体動作を音声によってリアルタイムで記述する
ことは不可能である。そもそも何が主要な身体運動なのかを予測することすら
難しい。音声ガイドのみによって眼前のダンスを聞き手の頭の中に再現しようと
しても、その試みは失敗に終わるだろう。
むしろ、この企画で企てられているのは、ダンスの動きから音声を引き出し、
何らかの物語を紡ぎ出すことだろう。その物語がどのようなものであるかを考
えるには、音声ガイドがダンスをいかに巧みに描写しているかに注目するかわ
りに、音声ガイドがダンスからどのような運動を汲み取ってことば化しているか
に注目するのがよい。
そこで、ここでは、捻子ぴじんによって行われたダンスからいくつかの場面を
取り出し、その部分にあてられた三種類の音声ガイドを比較体験することによっ
て、ひとつの動作からいかに多様なことばの運動が引き出されうるかについて
考えてみよう。

＊＊＊
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まず、それぞれの音声ガイドの特徴を簡単に記しておこう。

す／いません」準備、
「水袋」跳躍、
「わたし」準備、
「水」跳躍。準備／跳躍を分

捻子ぴじん自身によるテキストを用いた音声ガイド①では、自身のダンスを

節する試みは執拗に繰り返され、二つの時間を分節し、リズムを与えている。

生み出している体感イメージの記述を主に行われる。ただし、そのイメージはと

しかし、これが必ずしも捻子ぴじんのダンスを分節する唯一のやり方でない

きにダンスを駆動する感情に煽られるかのように、ダンスと並走するかのように

ことは、研究会の音声ガイド②を聞けばわかる。
「Ｔシャツの裾をいじる」
「吊ら

饒舌になる。一方、研究会による音声ガイド②は、いわば観察者の視点である。

れる、水袋」の部分で、ガイド②は「膝を、柔らかく曲げながら」
「跳ねる」と語

その語りは、体の動きをできるだけ中立的に表現しようとしており、その都度目

る。実は「膝を、柔らかく」という箇所では、捻子ぴじんは T シャツの裾をいじっ

立って動いている体の部位、あるいは体の一部をひたすら語っていく。安田登に

ているだけで、膝はまだ曲がっていない。
「曲げながら」の部分で初めて膝は曲

よる語りはひときわユニークである。
「わたしは部屋である」という独白から始ま

がり、そのまま跳躍に移る。ガイド②の語りは、Ｔシャツの裾をいじる時間を、次

るその音声ガイド③は、
「部屋」という語り手が、体の内部で蠢く踊り手に身もだ

に記述すべき動作を語る時間として用いているのである。さらに、二回目の跳

えする物語として聞くこともできる。そして、能楽の謡を思わせる声は、あとで述

躍は語られず、三回目の跳躍で「音に合わせてその場で、何度も跳ね続ける」と

べるように、その時間構造によってダンスの時間構造とあちこちで交わっている。

語る。一つひとつの跳躍を語るかわりに、今起こりつつある動作を一連のものと
して捉え、それをまとめて「何度も」と表現している点でも、ガイド①の語りとは

＊＊＊

大きく違っている。
二つとはまったく異なるやり方で、動作から独自の声の劇を生みだしている

では、まずは冒頭、捻子ぴじんがその場で軽く跳躍する場面で、三者がどのよ

のが安田登である。
「蠢く」
「 飛び跳ね」
「 飛び跳ね」
「 飛び跳ね」。安田はゆっくり

うな音声ガイドを付しているかを比較してみよう（図 1 ）。

と語る。その内容は、ほとんど「飛び跳ね」という語の繰り返しであり、一見する

ガイド①では、跳躍そのものだけでなく、跳躍の直前に行われるちょっとした

と準備動作と跳躍動作の区別はないように思われる。しかし、発声のタイミング

動作が「Ｔシャツの裾をいじる」という具合にことば化されている。一度きりでは

に注目すると、安田はこれらの言葉を周到にコントロールしていることが分かる。

ない。繰り返される跳躍でも、跳躍前のわずか 1、2 秒の準備動作は必ずことば

たとえば最初の「飛び跳ね」では、
「飛び」は捻子ぴじんの準備動作に重なり、最

「吊
にされている。例えば最初の場合は、
「 T シャツの裾をいじる」が準備動作、

「跳ね」は準備に重な
後に伸ばされた「び」の母音「i」は跳躍に重なる。一方、

られる、水袋」が跳躍、二回目では、
「これはわたしです」が準備動作、
「水袋」

るだけで跳躍には重ならない。二回目の「飛び跳ね」では、前半は「とーびー」

が跳躍、三回目は、
「鼻をかく、唾を飲む」で準備、
「水袋」で跳躍。さらには「わ

と引き延ばされこれまた末尾で跳躍に重なる一方、
「跳ね」は短く発せられて重

たしはここにいます／いません」で準備、
「水袋」で跳躍、
「わたしはここにいま

ならない。これら「飛び」と「跳ね」の対比的な発声によって、画面を見ながら音
声ガイドをきくと、動きを含む「飛び」と静の「跳ね」が交代するように感じられ
る。同じことは画面を見ずとも、語調だけからも感じられる。
「飛び」では語尾が
上昇し、
「跳ね」では語尾が下降しているからである。
そして、三回目の「飛び跳ね」では「飛び」と「跳ね」の関係が変化する。
「とー
びー」のみならず「はーねー」でも跳躍の瞬間が重ねられるのである。この変
化は語調にも表れている。さきほどまで語尾が下降していた「跳ね」は、
「はー
ねー」と語自体が引き伸ばされるばかりか、語尾まで上昇するからである。こう
して、三度繰り返される「飛び跳ね」は、
「飛び」と「跳ね」のタイミングや語調を
微細に変化させながら、声独自のドラマを動作から引き出しているのである。

［図 1 ］
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部屋の内部、
「背中」
「腹」
「へそ」に置きかえられていく。
ガイド①とガイド③の視点の違いが最もよく現れているのが引用部分の後半

三者の音声ガイドの特徴を考えるために、もう一箇所、例えば、序盤から中盤

とそのイメージを語って
だ（図 2）。ガイド①が「バカが歩いている、清々しいバカ」

に移る部分、捻子ぴじんが膝をくの字に曲げたままヨタヨタと歩き出す部分で、

いるのに対し、同じ動きをガイド③は「ヘソの周りをぐるぐる回る」
と表し、体内で

それぞれの音声ガイドがどのようにその動きを表現しているか見てみよう。ちな

の出来事に変換している。ちなみにこの部分ではガイド②は沈黙を保っている。

みにこの場面では捻子ぴじんは裸足で床を強く踏みながら歩いており、その足

ガイド②とガイド③の語りは、ことばの量だけみるならばほとんど違いはな

音が聞こえるため、音のみでもおおよその足どりの速さがわかる。

い。しかし両者の時間構造ははっきり異なっている。その違いは、捻子ぴじんが
歩みの方向を 90 度変更する箇所によく表れている（図 3）。ガイド②が、捻子が

ガイド①：関節よじれて変な顔、白目。鼻の穴広げる、全身歪めてリズム

曲がる直前にすばやく「前を向く」と進行方向の変化を予告しているのに対して、

をバカにする。いっちにーさんしーいっちにーさんしー。お尻の穴を閉じた

ガイド③は、ただ「進んでーゆく」と言う。ことばの内容自体には進行方向の変

り開いたり。よだれが垂れる。リズムにのって、ふざけた穴に入っていく。

化は表れていない。しかし、よく聞くとちょうど捻子ぴじんが体の向きを 90 °変

いっちにーさんしーいっちにーさんしー。バカが歩いている。すがすがしい

えるそのときに、声は「進んで」の語尾を引き延ばし、ゆっくりと「ゆく」へと変化

バカ、バカのすがすがしさ。

している。そこで体の動作がなにがしかのタメを必要としたことを、声の時間構
造によって伝えているのである。安田はここでも、語の内容ではなく、語の音声
的な特徴を変化させることで、身体動作の分節点を表している。

ガイド②：おぼつかない足どりで、酔って、痙攣したように見える。舞台左
奥を曲り手前に進み、舞台手前で右に曲がる。中央を過ぎ、よたよたと進

＊＊＊

（8.4
み続ける。奥へ曲がる。四角い渦を描くように中心へ移動。前を向く。
秒の間）

以上、紙幅の関係で、二箇所についてのみ三者の音声ガイドを比較した。い
（ 2.5 秒の間）またま
ガイド③：今度は背中を横断する。恐る恐る、横断する。

ずれも 30 秒に満たない短い部分だが、これらを比較するだけでも、それぞれ

（ 1.3 の間）へその周りをぐるぐる
たお腹に進む。踊りながら、進んでーゆく。

の音声ガイドがまったく異なるやり方によって眼前のダンスから動きを抽出し、

回る。

それを語りへと活かしていることがわかる。こうして生まれた音声ガイドたちは、
ダンスの聴覚的な情報（足音、体のこすれる音、音楽）と合わさることによって、音声

まず、目に付くのはそれぞれの視点の違いが明らかに表れていることだ。ガ

による独自の物語を生みだしている。そして、三つの音声ガイドを往復すること

イド①の音声ガイドは、捻子ぴじんの主観から語られており、どのようなイメー

によって、捻子ぴじんのダンスは、いくつもの重層的な意味を帯びた細部の連

ジが動きを駆動しているかが主に語られている。
「リズムをバカにする」
「リズム
にのって、ふざけた穴に入っていく」
「すがすがしいバカ」などは、第三者が動き
からイメージしただけではたどり着けそうにない表現だ。これに対し、ガイド②
は、外側から見える動きを姿勢、場所を簡潔に語っていく。面白いのは、動作に
さほどの変化がないと見ると、ガイド②はしばらく止むことである。一方、安田
のガイド③は先に記したように、
「部屋」という語り手が、体の内部で蠢く踊り手
を感じながら語っている。そのため、捻子ぴじんの居場所はすべて体としての
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2

続に見えてくる。声によるガイドは、単なるダンスの解説と捉えるかわりに、むし
ろダンスを手がかりとした音声のパフォーマンスであり、ひとつのダンスから派

環世界から見るダンス

生する声のあり方の可能性として捉えるべきなのかもしれない。

岡野宏治
［鍼灸・マッサージ師／研究会モニター］

わたしはこの夏、コンテンポラリー・ダンスに音声ガイドをつけるワークショッ
プにモニターとして参加しました。中途視覚障害者であるわたしは、目が見え
ていたときにはダンスを見るのが好きでよく舞台を観に行っていました。しかし、
目が見えなくなってからは、ダンサーの動きが見えないので観ることはなくなっ
ていたのです。
今回、
「ダンスの音声ガイドをつくるワークショップ」という話を聞いたときも、
「いくら音声ガイドでダンスの動きを説明したとしても、ダンサーの複雑な動き
をイメージするのは難しいだろう」と思って、正直なところあまり期待はしていま
せんでした。
ワークショップでは、参加した視覚障害者は公演で実際に踊られるダンサー
の捩子ぴじんさんのガイドでダンスを踊る体験をするグループと、ダンスの映
像を見ながら言葉での音声ガイドを作成する作業のモニターのグループに分
かれており、わたしは音声ガイド作成作業のモニターとして参加しました。
わたしが参加した回ではすでにある程度作成された音声ガイドを聞くことが
できました。初めて聞くダンスの音声ガイドは、わたしが想像していたよりはダ
ンサーの動きをイメージできるもので、わたしは「ダンスの音声ガイドは思った
より実現できるかも」と思いました。
視覚障害者にとっての「音声ガイド」は、
「見えていないものをイメージさせて
くれるもの」です。だから、例えばよくできた音声ガイドつきの映画を聞くと、観
終わった後には見えていないはずの映画の場面のイメージが頭の中に記憶と
して残ります。これはわたしがかつて映画を観た記憶があるせいかもしれませ
んが、わたしの記憶の中では、自分が見えていたときに目で観た映画と、音声

細馬宏通（ほそま・ひろみち）｜滋賀県立大学人間文化学部教授。専門は共同作業での会話と動作の
分析、視聴覚文化研究。著書に『二つの「この世界の片隅に」』
（青土社）、
『介護するからだ』
（医学
書院）、
『うたのしくみ』
（ぴあ）、
『ミッキーはなぜ口笛を吹くのか』
（新潮社）、
『浅草十二階

ガイドで聞いただけの映画のそれぞれの場面のイメージは不思議なことにまっ

増補新

たく同じように思い出すことができ、ほとんど区別がつかないのでした。しかし、

版』
（青土社）など。
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映画の登場人物の日常的な動きに比べて、ダンスの動きはずっと抽象的で複雑

情報の違いからそれぞれがまったく違った世界を見ているというもので、ユクス

なものです。なので、ダンスの音声ガイドでは映画のようにはすんなりイメージ

キュルはその個々の世界のことを「環世界」と呼びました。
「環世界」は、人間同士であっても、認識する感覚情報が違えば違ってきます。

しにくいのは確かです。それでも想像していたよりはダンスの動きがイメージで

それは、
「晴眼者と視覚障害者」のように受け取る感覚情報が根本的に違う場合

きるものなのだな、と思ったのでした。

だけでなく、特定の感覚情報に意識を集中する人々、例えば音楽家、画家、ダン

ワークショップでは、音声ガイド作成の作業が一段落したところで、実際にダ

サー、職人、アスリートなどの人でもそれぞれ独自の「環世界」を持っている、と

ンスをしていたグループにそれまでの音声ガイドを聞いてもらいました。
ところが、そちらのグループの反応はかなり冷ややかなものでした。こちらか

いうことです。つまり「環世界」というのは、
「自分の感覚情報をどんな配分で材

ら「今までつくってみた音声ガイドの文章なんですが、いかがですか？」と聞い

料として使って世界を組み立てる（認識する）か」ということであり、個々の人の活
動における感覚情報の必要性に応じて変化し、これによって私たちは同じ世界

たときの反応は、

にいながらそれぞれが違う世界を見ているのです。

「………。」
それは、20 秒近い、とても肯定的とは思えない気まずい沈黙でした（笑）。

先ほどの「アイマスク体験」の例で言えば、晴眼者がアイマスクをした状態は、

その沈黙を勝手に言葉にすれば、
「これ、何か全然違うんだよな」というもの

視覚を含めた感覚情報でつくられた「晴眼者の環世界」からアイマスクによって

でした（笑）。

視覚情報が大きく欠落してしまった世界なのに対して、全盲の視覚障害者の「環

その後に実際に言葉にされた感想でも、要約すれば「このガイドではダンス

世界」は元々視覚情報以外の感覚情報だけによって 100％つくられた世界であ

のことが全然伝わらない」というような感想でした。その感想は、言葉のレベル

り、視覚情報は使われていないものの、聴覚や触覚の情報が晴眼者よりも多く

ではなく、感覚的に感じられる大きな違和感のようなものに思えました。

材料として使われている、晴眼者のものとはかなり異なった世界であり、そこに

わたしはこの反応に興味をおぼえました。それまでダンスの映像を見ながら

は情報の欠落はないのです。だから「アイマスク体験」で晴眼者が感じる恐怖

動きを説明するガイドをつくっていたグループの作業が、実際にダンスを体で

や不安は、自分の「環世界」から視覚情報がいきなり欠落したことへの反応で
あり、視覚が使えない不便さを体験するものではあってもそれを視覚障害者の

体験していたグループからはっきり否定されてしまったように感じたからです。

「環世界」を体験した、と考えるのは間違いなのです。

ダンスに音声ガイドをつけよう、という目的は同じであるものの、どうやら二
つのグループには何か根本的な違いがあるように感じました。そして、このお

ここで、さきほどの二つのグループの話に戻りますが、二つのグループの違

互いがわかりあえない感じは、わたしにとってなじみのある感覚なのでした。そ

いは、それぞれの「環世界」の違いから来ているように思います。実際にダンス

れはわたしが中途で視覚障害者になってから、しばしば晴眼者とコミュニケー

を踊ったグループは、ダンスを直接自分の体で感じたグループです。つまり彼

ションするときに感じる感覚に似ていたからです。

らは主に自分の筋肉や腱が動くのを感じる「深部感覚」や平衡感覚などの感覚
情報による「環世界」を通していわば自分の内部からダンスを感じていました。

例えばそれは、視覚障害者関連のイベントで「視覚障害者の世界を体験す
る」ものとしてよく行われる「アイマスク体験」が、私たち視覚障害者にとっては

一方、ダンスの映像を見ながら音声ガイドをつくっていたグループは、映像の中

「それは違うんだよなあ」と感じられても、その違いが晴眼者にはどうしても伝

のダンサーの動きを視覚でとらえてそれを言葉で表現しようとしており、グルー

わらない時に感じる感覚です。わたしはこの感覚を経験するたびに、それを言

プの中にいたわたしはつくられた音声ガイドの言葉を聴覚によってとらえてそ

葉で説明できないもどかしさをずっと感じていました。でも、少し前からそれは

れを頭の中でイメージに置き換えていました。つまりこのグループは主に視覚
と聴覚の情報によって、ダンサーによって踊られるダンスを外側から感じていま

それぞれの「環世界の違い」として説明できることを知りました。

した。つまり、二つのグループはまったく違った「環世界」を通してダンスを感じ

「環世界」というのは生物学者のヤーコプ・フォン・ユクスキュルという人が提

ていたため、お互いの感じていることに共感できなかったのだと思います。

唱した概念で、人も動物も昆虫も、同じ世界に棲んでいながら、認識する感覚
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わたしの感想としては、①と③は従来の音声ガイドとはまったく違うタイプのも

私たちは自分の「環世界」を通してしか自分の周りの世界を感じることができ
ません。したがって自分とは違う「環世界」について共感するのが難しいのです。

のでとても面白いのですが、どちらもそれだけでは舞台上のダンサーの動きを

なぜなら相手の「環世界」で使われている感覚情報が自分の「環世界」で使われ

イメージすることはとても難しいと思いました。一方②は、ダンサーの動きをある

ていなければ、その情報は「自分の世界には存在しない」からです。そして、私

程度イメージできますが、これだけ聞いていても、正直なんだか物足りない感じ

たちはおそらく個々にかなり異なる「環世界」を通して周りの世界を見ているに

がしました。
わたしが三つの音声ガイドを聞いて強く思ったのは、
「この三つを同時に聞いて、

も関わらず、同じ物理的空間を共有しているために、つい同じように世界を見て

それを自分がすべて認識できたらいいのに」ということでした。しかし、普通の人

いる、と思い込んでしまいがちなのです。

間は三つの音声ガイドを同時に聞いてそれを並行して脳で処理することは残念な

このように、
「環世界」の違いによって違う世界を見ている、という例は私たち

がらできません（まれに天才的な音楽家でこのようなことが可能な人もいるらしいですが）。

の日常で多く見受けられますし、晴眼者と視覚障害者の「環世界」の違いはかな

わたしにとっては、まず②の動きの解説の音声ガイドは必要だと思いました。

りはっきりしているのですが、意外なことに、この「環世界の違い」ということは、
わたしの知る限りでは視覚障害者に関する問題を扱う際に話題になることがほ

しかしこれでは物足りません。なぜかと考えたとき、これは映画における音声ガ

とんどないように思います。もちろん視覚障害者は晴眼者との「環世界」の違い

イドと同じなのではないかと思いました。映画を観るときには、音声ガイド以外

からくるギャップを感じてはいると思いますが、それが言語化されることはない

に映画自体のセリフや音が存在するからです。

ように思います。そして、視覚障害に関する専門的な本などを読んでも、視覚の

そこで、①と③を映画のセリフや音声、②を音声ガイドと見立てて、それぞれ

障害については詳細な分析が書かれていても、視覚障害者の「環世界」につい

の音声ガイドを別に録音し、音声ガイドの①と②、②と③を組み合わせて、①

て書かれたものは、わたしは読んだことがありません。わたしは、視覚障害の問

を左耳、②を右耳からというように二つの音声を同時に再生して聞いてみまし

題に限らず、もっといろんな場面で「環世界」という概念が使われるといいなと

た。つまり、ダンサーの体が語るセリフと動きを説明する音声ガイドというもの

思っています。

と、舞台空間が語るセリフと動きの解説の音声ガイド、という二つの音声ガイド
の混成バージョンで聞いてみたのでした。これはかなり面白い体験でした。

今回のダンスの音声ガイド作成のワークショップが終了して、最終的に三つ

そうすると、ダンサーの体や舞台空間が語るセリフと、ダンサーの動きを補う

の音声ガイドがつくられ、ダンサーの捩子ぴじんさんが踊る公演でそれら三つ

音声ガイドというふうに聞くことができたからです。もちろん、これらは同時に

の音声ガイドを聞くことができました。
わたしは残念ながら本公演には参加できなかったのですが、三つの音声ガイ

聞かれることを前提にしていないので音声がかぶって聞きにくい箇所が出てし

ドを聞くことができました。それらを聞いて、わたしはそれぞれのガイドは次の

まいますが、もし、これらを同時に聞かれることを前提として音声の流れるタイ

ような性格のガイドだと思いました。

ミングを工夫すれば、わたしにとってはこのような形がダンスの音声ガイドとし
て楽しめるもののように思いました。

① 捩子ぴじんさんのテキストによる音声ガイド→ダンサーの体が語る

わたしは、このような形式でいろんなダンスの混成音声ガイドがつくられたら、

音声ガイド

そのうちダンサーの動きを実際に観ることができなくてもけっこう楽しく鑑賞で

② 研究会による音声ガイド→舞台を見つめる「眼」が語る音声ガイド

きるようになるのではと思ったのでした。

③ 能楽師の安田登氏による音声ガイド→舞台空間が語る音声ガイド
岡野宏治（おかの・こうじ）｜鍼灸・マッサージ師。網膜色素変性症により30 代から徐々に視力を失い、
2006 年 3月より盲導犬ユーザーとなる。同年治療院『大泉あんしん館』を開業。2015 年より、現代

このように、三つの音声ガイドはそれぞれ異なる「環世界」を通して語られる

の人間があまり使っていない五感以外の感覚を使って日常生活を豊かにするためのワークショップを

ガイドとなっていました。
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3

指先の表現や筋肉の使い方などで、ダンスがわかる人だから凄さが理解でき
る部分があるならば、それを入れるのもダンスの見方を伝えることになるでしょ

凄さを伝える表現手法の可能性

うね。そういうものを入れることで「ダンスの凄さはそこの表現でわかるのか」と
なるだろうから。今後ダンスの音声ガイドが当たり前についていけば、その表

平塚千穂子

現で動きが想像できるようになるかもしれない。映画の音声ガイドも、よく使わ

［バリアフリー映画鑑賞団体 シティ・ライツ代表

れる典型的な表現はいくつかあります。例えば風景描写なら「夕日が水面に反

ワークショップ 2 講師］

射して輝いている」とか、表情なら「一筋の涙が頰を伝う」とか。映像を撮る人も、
泣いている人を撮る時はそういった瞬間を押さえたがるから、そうなってくる。
芸術に親しみのある人で、一級品と二級品の違いを求めるような見方をした
音声ガイド三種類を聞いてまず驚いたのは、安田さんのガイド③でした。わ

い人にとっては、動きの説明だけだと、捩子さんが踊ろうが素人が踊ろうが同じ

たしはつい動いているものの説明を近視眼的に説明してしまうので、俯瞰的

ガイドに聞こえてしまうことを物足りなく思うかもしれません。ダンスの中の美し

にダンサーを捉える視点がとても新鮮でした。また、息遣いや足音がガイドで

さや、何が凄いのかというのが、芸術鑑賞という視点での音声ガイドにとっては

聞けないのはストレスなので、一番それを聞けたのがガイド③だったと思いま

重要かもしれませんね。

す。せっかくその場に一緒にいるのだから、空気の動きを感じたい。見えない

ただ、それは見えていても難しいことだし、音声ガイドよりも解説者の役割か

と、息遣いがその人の動きのテンポの手がかりになるので、余計そうではない

もしれません。フィギュアスケートにも副音声がついていますが、大会までに向

でしょうか。

かうプロセスや、怪我を抱えていること、いかに四回転が難しいことかなどを伝

捩子さんのガイド①は、９つのマス目の５を真ん中に置いて説明するところは、

えることで、あの盛り上がりがつくられる。ダンスもある種のスポーツと捉える

視覚障害者にとっても、電話などで馴染みがありイメージが描きやすかっただ

と、
「これは捩子ぴじんの得意とする動きですね」とか解説が入ってくると、鑑賞

ろうなと思いました。また、捩子さんのガイドだと「動きがわからない」という感

する楽しみが増えるのかもしれないですね。解説者はある種主観を入れてしま

想は出ないように思います。動きよりも、本質的な意味や踊りに込めた思いを

える役割だと思うので、その場の熱を増幅させるような役割を担ってもらうとい

知れれば良いとなりそうです。

うのも面白いと思います。

ガイド②も頑張ったと思いますが、すごく言葉が多い印象がありました。また、
比喩表現が全体の中ですごく少なく、イメージがつきにくかった。ただ、中途失
明で動きの像を結ぼうとする人にはこのガイドが頼りになると思います。顔の
表情まで説明しているところはガイド②だけで、良かったと思います。
「苦しんでるようにも悲しんでるようにも見える」という表現がガイド②にあり
ますが、映画の音声ガイドはなるべく主観を入れないようにしているので、そう
見える要素、例えば「歯を食いしばって下を向いている」などを具体的に言うだ
けにします。あとは見る人に想像してもらう。ただ、そうするとより主観を省いた
表現にはなりますが、その描写をガイドに入れようと選びとっている時点で、そ
の先の伝えたいことが前提にありますよね。そう考えると、完全なる客観性とい
うものはないのかもしれません。
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音声ガイドを選 んで観る 上演＆トーク

客 席からのフィードバック［一部抜粋］

日 時｜2017年 9月16 日
（土）14:00 – 15:30
会場｜KAAT 神奈川芸術劇場 大スタジオ
（キュレーター、本プロジェクト企画）
トーク出演｜捩子ぴじん、田中みゆき

モデレーター｜木村覚（日本女子大学准教授／ダンス研究者・批評家／ BONUS ディレクター）

上演の前に行ったトークでは、木村覚さんを

ます」と言うのを聞いて、衝撃を受けたと言う。こ

モデレーターに迎え、企画の始まりから、ワーク

れまでいわゆる客席で舞台上のダンサーと向か

ショップや研究会を経て音声ガイドの開発と上

い合って座るような関係性で公演を見るのが当た

演に到るまでの流れを紹介した。

り前と考えてきたが、わたしたちは視覚情報に頼

木村さんは、
「このプロジェクトは身体運動の
記述の研究ということと同時に、観客の問題を改

りすぎているがゆえに正子さんのような鑑賞がで

○ 暗闇でのダンスは、空間のい

○ 見えない状況だとガイド②が

○どれもそれぞれ個性が有って

ろんなところで捩子さんが踊って

逆におもしろく感じた。なぜその

一長一短あり、ザッピングして聞

いるような感じがしました。タッチ

タイミングでそういう動きをするの

けたのが嬉しかったです。選ば

ツアーでやったような頭のてっぺ

か、自分の中で問いながら観られ

れた語彙ですが、ダンスという時

んを吊られている感じを意識しな

る。ダンスを見る時、動きの動機

間とともに流れていく「 動き」を

がら、まるで自分が踊っているよ

や源泉のようなものを見ながら探

表現している性質上、言葉も流

うな気持ちで聞いていました。ガ

すということをしているように思う。

れていってしまい、ほとんど記憶

イド③がダンスの音と渾然一体と
なっていて良かった。
［上演後の客席より、視覚障害あり］

─

きなくなっているのではないかと語った。

［年齢、性別、視覚障害の有無記載

ド③の「わたしは部 屋 」と「とぉ

なし］

─
○ ガ イド ③は不 条 理な力に動

めて考えるものなのではないか」と指摘した。木

木村さんの進行のもと、上演後には客席から

村さんは研究会の最終日の様子を見たとき、モニ

さまざまな感想や意見が出された。アンケートか

と、ガイドのテキストを入口に自由

ターの田中正子さんが「わたしはダンサーの背中

捩子さんが体を震わせ振動が伝

らも、来場者がどう三つの音声ガイドを受けとめ

に捩子さんを踊らせることができ

わってきたのがリアルで、映画の

からダンスを見ている気持ちでガイドを聞いてい

たかを垣間見ることができる。

るという感触があって、それがと

4 DXのようで良かった。

○ 暗闇でガイド①を聞いている

ても自由で面白かったです。チャ
ンネルを切り替えながら聞くと、
まったく違う世界が進行している
のも新しい体験でした。
［上演後の客席より］

─
○ 見ることと聞くこと。五感は私

かされている世界観が良かった。

「年齢不明、女性、視覚障害あり］

─
○どれも捨てがたかった。ついつ
い音声ばかり聞き入ってしまった
けれど、振動や息遣い、足音が

びぃ、はぁねっ」は残りました。独
特の音律とあいまって破壊力抜
群だったせいでしょう。
［40 代女性、視覚障害あり］

─
○ 最初に観ていたのに、闇になる
とものすごく広がりを感じた。振
動や息づかい、闇の方が細かい
音が更に聞こえて、これが見えな
い方が得をしている想像力が膨
らむ、広がることなんだと実感した。
［50 代女性、視覚障害あり］

一番の言葉だと思った。途中か
ら方耳だけイヤフォンをして小音

たちが思っているほど分かれてい

でちょうど良かった。解説がメイ

ないと感じました。もう少し触覚

ンになると踊り手の迫力、ライブ

でも感じたかった。

感がなくなってしまう。それでは

［上演後の客席より、視覚障害なし］

に残っていません。ですが、ガイ

劇場ではなくなってしまうと思う。
［20 代男性、視覚障害なし］

トークの様子（左から木村覚、捩子ぴじん、田中みゆき）
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体の動きと音声ガイドが支え合うダンスをつくる
─ 捩子さんは今回、プロジェクトの中核を担う存在として、振付・ダンサー、音

インタビュー 2

声ガイド作成などさまざまな面で関わりました。まず、この企画の話を受けたとき
にはどのように思われたのでしょうか？
［ダンサー］

一言で言うと「しまった……」でしたね。

捩子ぴじん
NE J I Pi ji n

─「しまった……」とは？

これまで、自分で作品をつくって人前で見せるという仕事をしていたにもかかわ
らず、観客の中に視覚障害者がいるということを想定していませんでした。この
話を受けて、はじめて視覚障害者がダンスの観客になるということを意識するよ
プロジェクトにダンサーとして出演しただけで

うになったんです。

なく、振付や音声ガイド、そして視覚障害者
と晴 眼 者で構 成された研 究 会にも参 加し、

─ 捩子さんとしても、視覚障害者を観客とするというのはまったく念頭になかっ

この企画の中核を担った捩子ぴじん。通常

たんですね。今回の企画は、初の試みであり、多くの困難がつきまとうことがあ

のダンス公演のみならず、韓国でのキュレー

らかじめ予想されます。それにあたって、捩子さんはどのようなアプローチを取ろ

ションや障害者とのワークショップといった幅

うと考えたのでしょうか？

広い活動を行っている彼にとっても、視覚障
害者と音声ガイドをつくり、作品を上演すると

単純に、やったことがないことに対してはおもしろいと思う性格なので、困難に

いうのは初の試みだった。今回の経 験を通

対する不安はあまりありませんでした。はじめに考えたのは、やはりダンスと視覚

じて、捩 子にとっての「ダンス」はどのように

との関係です。普通、ダンス公演においては、視覚を通じてダンサーの身体感

変化したのか。そして、自らテキストを執筆し、

覚がノリやグルーヴと呼ばれるようなものに変換され、観客の体の中に入って

音声ガイドを作成した捩子は、この試みにど

いきます。では、視覚を使わなかった場合、どういう可能性があるのだろうか？

のような可能性を見出しているのだろうか。

と考えたのが第一歩です。ただし、当初からタップダンスやカタックダンス（北イ
ンドの古典舞踊。足首に鈴を付け、リズミカルな音を出しながら踊る）のように、自分の体が

動くことによって何らかの音が出るダンスをつくるのは NG だと決めていました。
今回の企画では、あくまでも音声ガイドと体の動きとが互いに支え合って、観客
の中に「ダンス」として入っていくことが重要だと考えたんです。
─ 具体的には、どのようなプロセスを辿ったのでしょうか？
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三種類の音声ガイドをリアルタイムで流すことは現実的ではなく、録音した音
声ガイドで動くための振付をつくることからはじまります。これまで、僕の踊りは
即興の要素が多く、用意した振付を踊るという上演はあまりしてこなかった。こ
の振付を考えていく中で、どのようにダンスがテキストに翻訳されるのかを想像
したり、あえて言葉にしづらいような動きを取り入れたりなど、先ほど言ったテキ
ストとダンスが支え合って観客に入っていくということを振付で試みました。こ
の振付を踏まえて、研究会のメンバーによる音声ガイド②がつくられました。
─ ガイド②は、
「両腕の力を抜き、足を軽く開いて、膝を柔らかく曲げながら跳
ねる」
というように、捩子さんの動きをなるべく正確に言葉で置き換えようとするも
のでした。研究会には視覚障害者も参加していますが、どのように捩子さんの振
付を伝えるのでしょうか？

言葉だけでなく、実際に僕の体に触ってもらったり、相手の体を触ったりしなが
ら文字通り手取り足取り振付を伝えていきます。それは、とてもおもしろい経験
でしたね。一言で「痙攣」と言っても、どれくらい震えているのかわかりませんよ
ね？でも、実際に体に触ってもらうことによって「あ、こんなに震えているんだ」と
伝えることができました。

見ることを踊ることに近づけるガイド
─ 一方、ガイド①については、捩子さん自身がテキストを執筆しています。この
テキストは「体は水が入った袋 水の中に内蔵や骨が浮かんでいる」というイメー
ジの提示から始まり、
「波打つ皮膚を感じる」
「足裏から伝わったエネルギーが体

なって欲しいと思っています。だから、音声ガイドも、なるべく踊っている感覚に

の中を通り抜けていく」など、ダンサーが踊っている時の意識に入っていくような

近づけたかったんです。そこから、このテキストと一緒にダンスを見る観客は「踊

言葉によって構成されています。どのようなコンセプトのもとに書かれたのでしょ

りの生徒」であり、テキストを喋っている人は「踊りの先生」という設定が生まれ

うか？

ました。
この音声ガイドを録音するにあたって、自分の声で録音するという選択肢もあり
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このテキストを書く上でテーマとしたのは「ダンスのレッスンガイド」でした。この

ましたが、ダンスの先生にはどこか自分よりも年配の人というイメージがあった。

ガイドを聞くことによって、観客が自らの体を動かすようなイメージを持つことが

そこで、Theater Company ARICA の女優・安藤朋子さんに声をお願いしま

できればと考えたんです。僕はダンスを見ることがダンスを踊ることとイコールに

した。これは自分がテキストをつくるための設定であって、観客に伝わらなくても
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よかったのですが、視覚障害を持つ参加者の感想を聞くと、
「自分が踊るため

ような印象を受けました。

のガイド」として受け取ってくれた人もいました。
─ 最初のワークショップからショーイングにたどり着くまでに、およそ 2ヶ月ほど
─ 確かに、
「体の中の水が揺れる」というイメージや、
「いっちにーさんしーいっ

の期間がありました。この間に、捩子さんとしても何か変化を受けた部分がある

ちにーさんしー」というリズムは、観客自身の体に対する感覚を刺激します。

のでしょうか？

実際に踊っている時は、観客のイメージの「壺」に、身振り手振りを放り込んで

いちばん大きいのは、公演の告知をする時に、どうしても視覚障害の観客が頭

いくというような感覚でした。普段、観客の「目」に向けてダンスをするよりも、少

に思い浮かんでしまうこと。Facebook で他の公演の告知をする時に、つい「音

し気楽な感じがありましたね。視覚によるクリアなイメージではなく、輪郭が曖

声ガイドがないんだよな…」と考えてしまいます。この先、自分の主催公演を行

昧でもっとぼんやりとしたものとしてダンスが観客に入っていったというイメージ

うのであれば、まず視覚障害者を観客に含めるか否かをはじめに考えざるをえ

です。

ません。また、一観客として公演を観に行っても、
「ここに来れるのは目が見える
人だけなんだな」と考えるようにもなった。今回は予算と時間をかけて音声ガイ

─ 捩子さんはダンサーとしても出演していたため、音声ガイドを聞きながら見る

ドをつくったと思いますが、正解はないので、いろいろなやり方があると思いま

ことはできませんでしたが、改めて映像で振り返ってどのように感じられましたか？

す。多くのアーティストたちに、音声ガイドつきの公演をつくってほしいです。

当初、振付をつくる際には、音声ガイドなしでも成立するものを考えていました。

─ では、ダンスそのものについての視点は何か変化はありましたか？

しかし、映像を見返してみると、音声ガイドがあって成立するものになっていま
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すね。僕は晴眼者なので、視覚を通さずにダンス作品を鑑賞する経験をしたこ

「ダンスを見る」ということと「ダンスを踊る」ということがイコールであってほしい

とはありませんが、今回のダンスはテキストと補完関係にあるようなダンスだっ

という自分の考えを、今回の仕事を通じてあらためて強く意識しました。もちろ

たのではないかと思います。少なくとも、パフォーマンスに立ち会った観客は、テ

ん、さまざまなダンスの種類があるし、ダンスの可能性はそれだけではありませ

キストだけではなく、目の前でダンサーが動いて成立するものということが理解

ん。けれども、
「見せるためのダンス」をつくるのであれば、観客が自分で体を動

できたのではないでしょうか。

かすことと同じくらいの何かを与えていきたいと思います。

─ 能楽師の安田登さんによる音声ガイド③は、
「わたしの中に異物が迷い込ん

─ では、今回の公演で不完全燃焼だった部分や、もっとこうできたらよかったと

だ」という設定から始まります。このガイドについては、どのように感じましたか？

いう反省点は？

まず、アプローチが他の二つと全然違うことに驚きました。自分も、研究会もと

公演前に行ったタッチツアー（p.82 写真参照）については、もっとよくできたのでは

もに長い時間をかけてプロセスを歩んできました。しかし、安田さんの場合は

ないかと反省しています。アーティストのワークショップにありがちな、創作過程

プロセスを共有しておらず、まさしく「異物が迷い込んできた」という印象です

を薄めて手渡すような時間を過ごしてしまいました。当初、10〜20 人くらいの

ね。安田さんの音声ガイドはいい意味での「軽さ」を持っている。ガイド①、②

人数を想定していたんですが、蓋を開けてみたら40 人あまりの人々に来てただ

は、ダンスだけではなくこのプロジェクトのプロセスと共に並走しているという印

けました。あまりに多すぎて、しっかりと対応することができなかったのは残念で

象を受けますが、安田さんのガイドは、目の前のダンスを見て、即興で録音した

すね。時間を区切って少人数に対応する方法も選択できたと思います。
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視覚障害者の観客が客席にいることを前提に作品をつくる方法もあるし、晴眼
者に向けてつくった作品に音声ガイドをつける方法もある。音声ガイドの作成
を通して、これまで晴眼者に向けてつくられていた作品もつくり手も変わらざる
をえないし、その作品を通して観客にも変化が起きると思います。
─ 音声ガイドを前提にすることで、単純に視覚障害者でもダンスを見ることが
できるというだけでなく、作品のつくり方や、観客の意識までも変える可能性を秘
めているんですね。

そして、ゆくゆくは視覚障害の観客だけでなく、視覚障害のパフォーマーやアー
ティストが増えていってほしいですね。上演側が晴眼者で、視覚障害を持つ観
客も見ることができるという関係が固定化され続けるのはとてもアンバランスな
状況です。今回の研究会では、自分で動きたいという欲求を持っている視覚障
害者も数多く参加してくれて、作品をつくりたいと思っている人が少なからずい
ることもわかりました。
「こういうことをしましょう」と提案をすると、全力で動いて
体を丸ごと差し出すような参加者もいました。将来は、視覚障害者のパフォー
マーが作品を上演し、晴眼者のことも考えた仕掛けをつくってくれる…そんな

上演前に行ったタッチツアーの様子

状況になったら、とても面白いのではないでしょうか。

視覚障害者を観客の中に想像すること
─ では、今回の成果を踏まえて、次にまたこのプロジェクトに関わるとすれば、
捩子さんとしては、どのようなアプローチが考えられるでしょうか？

次にやる場合は、
「作品づくり」という段階ではないでしょうか。今回の企画を

捩子ぴじん（ねじ・ぴじん）｜ダンサー。1980 年秋田県出身。2000 年から2004 年まで大駱駝艦に所

通じて、さまざまな実験をし、プロトタイプをつくりました。研究会の参加者には

属し、麿赤兒に師事する。舞踏で培われた身体性を元に、自身の体に微視的なアプローチをしたソロ
ダンスや、体を物質的に扱った 振付作品を発表する。2011 年、横浜ダンスコレクション EX 審査員

ノウハウも蓄積しています。次は、さらに実験を積み重ねるよりも、公演に当た

賞、フェスティバルトーキョー公募プログラム F/T アワード受賞。2016 年、Our Masters「土方巽」

り前のように音声ガイドがついているのが良いのではないでしょうか。最初から
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キュレーター（韓国・光州）。
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暗闇から始まった日本のダンス
─ 安田さんによって制作された「ガイド③」は、
「わたしは部屋である。わたしの

インタビュー 3

中に何やら異物が迷い込んだらしい」という舞台設定から始まり、
「部屋」の中で
うごめく異物の動きが描写されました。いったい、安田さんはどのような発想か
ら、このガイドを発想されたのでしょうか？

［能楽師］

安田 登

まず、今回のガイドをつくるにあたって想定したのは、先天的に目が見えない人

YA SU DA No b o r u

でした。目は見えていないけれども、身体感覚に対してはセンシティブな人を想
定しているんです。ガイドのコンセプトとしては「聞いた人の体内ですべてが進
んでいく」
というもの。何も見えない時、自分の意識は体内に向いていきますよね。
捩子さんは目の前で踊っていますが、実はそれは自分の中で起こっていた……
という感覚を与えられればと思ったんです。

下 掛 宝 生 流ワキ方 能 楽 師として活 躍する
安田登氏は、独自の方法で音声ガイドを作

─「身体感覚」へと意識を向けるために「部屋」
という舞台設定となったんですね。

成し、自ら読み上げた。舞踏やコンテンポラ
そう。部屋は自分の体内である、ということです。

リーダンスの流れを汲む捩子ぴじんのダン
スを、安田氏は「 体内に入り込んできた異
物」に見立てて聞き手の身体感覚に働きか

─ ガイドでは、安田さん自らが声を当てています。能で使われるような独特の発

けながら声でガイドをしていった。いったい、

声ですが、発話の仕方、ニュアンスなどにも何か意図があったのでしょうか？

安田にとってダンスを「音で観る」とはどのよ
うな感覚なのだろうか？ そして、論語、万葉

まず、ガイドをつくるにあたって「論理の世界」から離れたいと思いました。普通

集、象形文字といった古代文学に親しむ安

の声で読むこともできますが、能の発声のようにノイズを含んだ声で読むことに

田にとって、
「障害」とはどのような意味を持

よって聞き手には違和感が生まれます。それによって「これは○○である」とい

つものなのだろうか？

う論理性が弱まってしまいます。
─ 安田さんの言う「論理の世界」とはどのようなものでしょうか？

現代の文字化された言語は、論理と結びついています。しかし、シュメール語
（古代メソポタミアで使用されていた言語）や古代ギリシャ語、あるいはハワイ語といっ

た古くからの言語を勉強していると、それらの言語は論理ではなく「人の心」と
結びついているように感じられるんです。ただし、
「心」
といっても個人個人が持
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つものではなく、共同体の中にある「集合的な心」のこと。誤解を受ける言い方

ています。前古代においては、そもそも草や木が喋っているということが一般的

かもしれませんが、もっとスピリチュアルなものと結びついているように感じるん

な発想だったんです。

です。

世阿弥にとっての「見る」

─ そのような「集合的な心」に近づくために、聞き手の論理的な思考を弱めるこ
とが必要だった、と。

─ 世阿弥から 650 年にわたって続く能の世界においては、視覚障害者や聴覚

そう。目が見えないという状態を想像すると、意識が個人の中に入っていきます。

障害者が鑑賞をしていたという記録はあるのでしょうか？

しかしその一方で、身体感覚は研ぎ澄まされ、風のそよぎや周囲の微かな音な
どの外側に対しても意識が働いていく。すると、個人を超えて「集合的な心」に

能の歴史にはそのような記録はありません。ただ、それに近い事例があります。

近づいていくんです。ただ、能が一回見てもなかなかわからないようにそんな感

能には「謡」という声楽のパートがあり、江戸時代にはアマチュアの愛好家も

覚も1 回見ただけでは理解は難しいかもしれません。100 回くらい体験してただ

習っていました。江戸時代の「謡会」という発表会では、お客さんと謡う人の間

けば、そんな集合的な心も、より伝わっていくと思うのですが。

に御簾を立ててお互いを見えなくしていたという記録がある。つまり、謡会にお
いては「見えない」ことがデフォルトだったんです。

─ そもそも、日本においては視覚障害とダンスの関わりはあったのでしょうか？
─ なぜ、視覚を制限することが必要だったのでしょうか？

日本最古の歴史書である『古事記』には、アメノウズメによって日本で最初の舞
謡を聞くことによって頭の中にさまざまなイメージが浮かんできます。例えば、

が行われたと書いていますよね。アマテラスが岩戸の中に隠れてしまい、アメノ
ウズメが舞ったことによって周囲の神々が盛り上がり、その様子が気になってア

結婚式で有名な『高砂』という謡がありますよね。
「高砂や、この浦」と謡が始ま

マテラスは岩戸の中から顔を出します。しかし、アメノウズメが踊っているとき、

ると、聞き手には海岸のイメージが浮かんできます。そして「この浦船」となった

太陽神であるアマテラスが岩戸に隠れているのでこの世界は闇に包まれていた。

時に海岸から船が浮かんでくる。そして、船が出ていくと「波の淡路の島影や」

つまり、アメノウズメによる日本最初の舞は、暗闇の中で舞われていたんです。

で「泡」と同時に「淡路島」が浮かんでくるんです。謡いには、観客がいろいろ
なイメージをメタモルフォーゼさせていくおもしろさがある。そのイメージに集
中するためには、視覚情報がないほうが都合がよかったのでしょうね。ただ、視

─ そのように考えると、
「見えない舞」こそが日本における最初の舞なんですね。

覚優位の現代ではそんなイメージの変化を遊べる日本人は少なくなってしまい
また、先程の「集合的な心」という意味においては、
『古事記』が前古代と古代

ましたね。

との間に生まれた書物であることはとても重要です。古代の書物を読むと、すで
に文字が個人の感情と結びついており、集合的ではありません。しかし、前古

─ かつての人々は、謡いによって生起するイメージを「見る」ことができたんで

代は、必ずしもそうではなかった。
『古事記』には、アメノウズメの舞の時に「そ

すね。

れまで黙っていた草や木が喋り出した」と書かれています。また、
「大祓の祝詞
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（神道の祭祀に用いられる祝詞の一つ）」を見ると、天孫降臨によって「言問ひし磐根

過去の人々と現代の人々の「見る」という言葉の捉え方は異なっています。逆

木根立草の片葉をも事止めて」、つまり、岩や草木が喋るのをやめたとも書かれ

の例で言えば、古代中国で使われていた甲骨文字では、日食は「見る」ではなく
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「聞く」という文字で表現されているんです。
─ 日食を「聞く」？

91 年にハワイ島で日食があった時に足を運んだんですが、日食が始まる時間が
近づくと鳥がけたたましく鳴きはじめるんです。しかし、日食が始まる時間になる
と、その鳴き声はピタッと止まる。稜線が赤く染まったキラウェア火山が見える
中、波のザーっという音だけが聞こえる世界となりました。そして、日食が終わる
時間になるとまた鳥が鳴き出したんです。
─ 前古代の人々は日食による視覚的な変化ではなく、聴覚的な変化を「見て」い
たんですね。能の大家である世阿弥は「離見の見」
「見所同見」など、
「見」という
言葉をたびたび使っています。やはり、世阿弥の「見る」もまた、現代人がイメー
ジするような「見る」とは異なるのでしょうか？

そうですね。世阿弥も、岩戸開きの説話を解釈しているのですが、そこで至高
の芸を「妙花面白」という言葉を使って説明しています。
「妙」というのは言葉も

研究会に参加する安田登

心も行動も止まった、完全な暗闇のような状態です。そこで行われる舞を見て、
神々は笑います。そして、アマテラスが岩戸が開くことによって光が当たり、神々
の顔が明るくなっていく。それが「面白」なんです。
─ では、この「花」の意味するところは？

あまり説明がはっきりされていないんですが、わたしは、この「花」は「化」では

これらをまとめると、世阿弥にとってもまた「見る」とは「見えない舞を見る」こと

ないかと思っています。完全な暗闇と光の間には、変化の一瞬がありますよね。

であり、
「見える直前の一瞬」でもあり、もしかしたら「見ないこと」も含められる

これが「花」なのではないか。
「いづれの花か 散らで残るべき」と言われるように、

かもしれない。すべてを包含したものが「見る」なのでしょう。

世阿弥にとって「花」は残らないものというイメージです。変化の一瞬こそが世
阿弥にとっての「花」ではないかと思います。

欠陥がない方が「障害」だった
─「妙」という静止状態から、一瞬の「花」という変化を経ることで、観客が「面
─ お話を伺っていると、同じ「見る」という言葉であるにもかかわらず、時代ごと

白」さを得ていく。

にその意味するところが異なっていることに気づかされます。では、現代において
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分の出生だったんです。そして、そういった欠陥を抱えていなければ、古代中国
では為政者になることはできなかったんです。
─ いったいなぜ欠陥を持ってなければ為政者にはなれないのでしょうか？

古代中国では、楽人（音楽家）はわざわざ目を潰されます。現代的に解釈すれば、
目が見えないことによって耳がよくなると言うこともできる。しかし、そのような論
理的な理由ではなく「目が見えないことによって、霊的な世界と通じることがで
きるようになる」というのが古代の世界観だったのでしょう。つまり、欠陥を抱え
ていないと聖性を獲得できない。だから、欠陥を抱えていなければ為政者にな
ることができなかったんです。その観点から言えば、何らかの欠陥がない方がむ
しろ「障害」だったのかもしれませんね。
─ 欠陥があるからこそ、この世界とは別のモノと関わることができるということ
ですね。では、そのような「障害」のイメージは、なぜ変化していったのでしょうか？

いちばん大きな変化は「文字」の誕生だったのではないかと思います。文字以

『一石仙人』写真：森田拾史郎

前／文字以降では、さまざまなものが変化しました。女性社会から男性社会に
変化し、
「個人」よりも「組織」が重視されるようになります。
「組織」を円滑に運
営していくに当たっては、周囲に合わせた「アビリティ」を持っていたほうがいい。
組織の側にとっては、コマとして使いやすくなるんです。
また、日本だけでなく世界的にも文字の誕生は灌漑農業（人工的に田畑に水を引
く農業）の普及と大きく関わっています。灌漑農業を行うことによって、人々には

余剰が生まれます。そこには富が生まれ、より多くの田畑をつくろうという欲望
が生まれる。そこに「使う人」と「使われる人」という組織が発生し、
「文字」が

「 disability（ディスアビリティ）」と言い換えられる障害に対しては少なからずネガ

必要になっていくんです。

ティブなイメージが付きまといますが、古代ではどのような扱いだったのでしょう
か？

─ 灌漑農業が整備されることによって「組織」が生まれ、それによって「文字」が

そもそも、古代中国の「聖人」
と呼ばれる人々は、ほぼ全員何らかの身体的な欠

生まれていく。それによって、
「アビリティ」を重視する方向に変わった社会構造

陥を抱えていました。孔子には背が異常に高かった、もしくは異常に低かったと

が、数千年にわたって受け継がれてきた。

いう両方の説がありますが、いずれにせよ身体的障害を持っていたと考えられ
しかし、この数年の動きの中で、それがだんだんと変わりつつあるように感じま

る。また、精神的欠陥もあったし、出生的な欠陥もありました。彼は、卑賤な身
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す。わたしが子どもの頃、近所に盲目のおばあさんが住んでいたのですが、彼
女が視覚障害でもあまり問題がなかったのは、当時はまだ馬車だったから。今
のように車に轢かれるというリスクが少なかった。でも、テクノロジーの発達に
より自動運転で車が完全に制御されるようになれば、目が見えないということに
よって引き起こされるリスクは減っていきます。今後生み出される新たなテクノ
ロジーが「ディスアビリティ」と言われる「障害」に対するイメージを変えるかもし
れません。
─ では、これまでの話を踏まえて、安田さんは、今後『音で観るダンス』にはど
のような可能性があると考えられるのでしょうか？

このような問いをダンスに対して問いかけることによって、
「ダンスとは何か？」と
いう根源にまで遡ることができ、暗闇の中で舞われた日本の最初のダンスに行
き着くことができます。制作側も観客側も何度も繰り返しこの実験を続けていく
ことによって、新しい芸術が生まれてくる可能性は十分にあると考えています。
─ それはどのような芸術になるのでしょうか？

まだわかりませんが、今の時点でひとつ言えることは、
「音で観るダンス」という
のは目が見えない人にとっての補助ではなく、まったく新しい概念だということ。
目が見えるということが障害になってしまう……そんなダンスが生み出されてい
くことを期待していますね。

安田登（やすだ・のぼる）｜1956 年、千葉県銚子生まれ。下掛宝生流能楽師。能のメソッドを使った
作品の創作、演出、出演も行う。また、日本と中国の古典に描かれた “身体性” を読み直す試みも長
年継続している。著書に『異界を旅する能』
『身体感覚で「論語」を読みなおす。』他多数。
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K A AT 神 奈 川 芸 術劇場 2017 年 度 障 害 関 連 企 画 一 覧

音で観るダンスのワークインプログレス

○ 音で観るダンスのワークインプログレス

ダンス出演：

捩子ぴじん
音楽：

視覚に障害のある人たちが芸術を楽しむために、音により視覚情報を補助

星野大輔（サウンドウィーズ）

する「音声ガイド」を舞台作品に活用するワークショップ。
本公演では、開発された三つの音声からガイドを選び、ダンス鑑賞。視覚

企画制作：

障害の方との舞台芸術の楽しみ方の可能性を語る。
ワークショップ

KAAT 神奈川芸術劇場、田中みゆき
協力：

1. イギリスの事例から

シティ・ライツ、

講師：ルイーズ・フライヤー、ゾーイ・パーティントン

松田高加子（虹とねいろプロジェクト）、

2017 年 7 月 19日（水）〜20日（木） 大スタジオ 参加者数：20 人

公益財団法人日本ケアフィット共育機構

2. 日本における音声ガイドの現状とダンス解説の実践から
講師：平塚千穂子、田中京子
2017 年 8 月 6日（日） 急な坂スタジオ 参加者数：18 人

宣伝美術：

3. 音声だけで体の動きと説明するラジオの現場から

平松るい

講師：鈴木光裕

記録：

聞き手：松田高加子

2017 年 8 月 19日（土） 大スタジオ 参加者数：19 人
研究会

西野正将、丸尾隆一、冨田了平

1. 2017 年 8 月 27日（日） 参加者数：10 人

研究会メンバー：

2. 2017 年 9 月 3日（日） 参加者数：16 人

加藤和也（FAIFAI）、加藤秀幸、金子聡、

3. 2017 年 9 月 10日（日） 参加者数：12 人
上演＆トーク

岸本匡史（あうるすぽっと）、田中みゆき、

音声ガイドを選んで観る上演＆トーク

難波創太、日夏ユタカ、松田高加子、

ダンス：捩子ぴじん（ダンサー、振付家）
トーク：捩子ぴじん、田中みゆき（キュレーター、本プロジェクト企画）他

三宅香菜子、捩子ぴじん

モデレーター：

研究会モニター：

木村覚（日本女子大学准教授／ダンス研究者・批評家／ BONUS ディレクター）

岡野宏治、田中正子

2017 年 9 月16 日（土） 大スタジオ 参加者数：108人

主催：

○「障害」
とはどういうことなのか？

KAAT 神奈川芸術劇場

〜 障害者の文化へのアクセス改善についてのトレーニング〜

障害のある人もない人も共に楽しむことができる、アクセシビリティをテーマ
にした実践的なワークショップ。
講師：バーバラ・リシキ（シェイプ・アーツ トレーナー）
対象者：舞台芸術関係者

文化芸術関係者

2017 年 12 月 18日（月）〜19日（火） 参加者数：30 人
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