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パフォーミングアーツと障害が交わるとき

KAAT 神奈川芸術劇場ではパフォーミングアーツと「障害」との関わり方に

ついて、昨年度に引き続き『音で観るダンスのワークインプログレス』を特集

したPrologue volume2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（以下、音で観るダンス）』は、音声

ガイドを視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、ワーク

ショップ・研究会・上演＆トークを展開してきました。今年度は昨年度に作

成した３種の音声ガイドを展示形式で体験できるデモンストレーションと、

音で観る世界をより深く探るトークをオープンシアターにて開催するなど、

劇場を訪れた多くの方にも知っていただくような機会を設けました。（詳細

は、巻末の一覧表もご参照ください。）

また、上記の『音で観るダンス』以外には、ロンドン・パラリンピック競技大

会開会式で共同ディレクターを務めたジェニー・シーレイさんをお招きし、

つくる側にも観る側にも、聞こえない人や見えない人、身体の動きに制限が

ある人などがいることを前提とした演劇ワークショップを実施しました。

当劇場では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。2020年に向けて、社会に少しでも働きかける一助

になればと思います。
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音で観るダンスのワークインプログレスとは

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

する「音声ガイド」＊。最近では、携帯電話のアプリで音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、どんなイメージや体験が生まれるでしょうか。

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つながるのではな

いか、というのが今回の試みです。

プロジェクトは、さまざまな実践者によるセッションを通して音声ガイドの

可能性を考えるだけでなく、上演では演劇や音楽の分野で第一線で活躍す

るつくり手による音声ガイドと本プロジェクトの研究会が開発した音声ガ

イド、計3種類の音声ガイド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。

本ブックレットは、道なき道を進んで二年目となるプロジェクトを振り返り、

さまざまな考察やインタビューを交えながら、ダンスと音声ガイドのより豊

かな関係を探ろうとするものです。ウェブサイト＊＊で公開されている記録映

像とともにお楽しみください。

*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。
**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。
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「音で観る」に立ち戻る─二年目を迎えて

昨年から始めたこのプロジェクトは、「音で観る」ことの中心に音声ガイドを

据えてきました。さまざまあるダンスの中でも言葉で伝えることが困難な

コンテンポラリーダンスを敢えて選んだのは、型の名前や踊りを描写する決

まり文句などがなく、たとえ見えていたとしても何を共有しているか曖昧な

ものを題材にすることで、より解釈の広がりや新しいダンスの見方が浮かび

上がるのではないかという狙いがありました。

初年度は、音声ガイドの基礎を学んだり情報保障としての音声ガイドを作成

したり、ダンスを描写する音声ガイドをつくるための基盤づくりをした年で

した。そしてプロジェクトは二年目を迎え、今年のセッションおよび研究会

は、音声ガイドで伝えられることの限界に足を踏み入れると同時に、本来の

コンセプトである「音で観る」に立ち戻るような時間だったと言えるかもし

れません。

特に今年の研究会の音声ガイドは、見えない人たちが主導してつくったもの

です。彼らのダンスを共有したいという情熱に基づいたさまざまな試行錯

誤は、視覚を使わずにダンスという現象に近づく方法をあらゆる観点から問

い直させるものでした。

目の前で躍動する体からわたしたちは何を受け取っているのか。鑑賞とい

う体験とは何か。時に思考を邪魔してしまう視覚に頼らずにダンスを“観る”

ことが、それぞれの体の持つあらゆる感覚に自らを開くきっかけとなれば幸

いです。

田中みゆき
（キュレーター、本プロジェクト企画）
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の中踊る主人公、ジーン・ケリーになりきっ

て演じているかのような実況をしていた。そ

れを手話通訳した橋本一郎さんも、牧原さん

が「手話通訳というよりそのもの」と指摘す

るほど、檀さんのように生き生きとした手話

を披露。会場からは笑いと大きな拍手が起

こった。「踊り全体のグルーヴ感、目に見えな

いエネルギーの動きも言葉で伝わってくる

点が、動きを説明する音声ガイドと圧倒的に

違うところ。檀さんは役者なので実感しな

がら言葉にできる」と岡野さんは興奮気味に

感想を伝えてくれた。「手話も音声ガイドも、

やっている本人が楽しいと感じていると、動

きや言葉以外に発しているものが伝わって

くるのではないか」、と平塚さんも指摘する。

　一方、『Shall weダンス？』で取り上げたダ

ンスシーンは、ストーリーの中の人間関係

を描いた場面だったため、ダンス自体のエ

ネルギーは伝わってこないという感想が牧

原さんからも岡野さんからも出る。最後の

『ウォーターボーイズ』に関しては、「集団で

のフォーメーションの描写が多く、『雨に唄

えば』のように流れとしてつながって頭に

入ってこない」と岡野さん。牧原さんは、ダン

スシーンだけを切り取ると感動が伝わりづ

らいという印象を持ったようだ。引きの多い

カメラワークが関係していたかもしれない。

　最後に、牧原さ ん が監督し た映画

『LISTEN リッスン』に音声ガイドをつけて

みるワークショップを行った。『LISTEN 

リッスン』は無音の映画で、ろう者にとって

の音楽とは何か？ をテーマとしている。も

ともと音声ガイドはつけられていない。それ

は、非言語を扱っているため、言語に変えて

しまうと意味がなくなってしまうこと、そし

て聞こえない人たちの表現やアイデンティ

ティを否定することになるのでは、という考

えからそうした結論に至ったという。

　今回は敢えてワークショップとして行う

ということで特別に許可を得て、何人かがそ

の場で作成した音声ガイドを発表した。情

景を伝えるガイドや、詩のような音声ガイド。

岡野さんは「色々な人のガイドを聞くと、イ

メージが立体的になってくる」「頭の中のイ

メージが言葉によって違うものに変換されて

いくのが不思議な感じ」と音声ガイドを聴き

ながら自らの頭で起こっていることを説明

する。牧原さんも、「改めて言語化することで、

つくる側と観客側の視点が異なることを音声

ガイドを通して発見した」と言ってくれた。

　セッション中に、「映像やダンスを観る際、

音を何かに置き換えて捉えているか」と牧原

さんや参加者のろう者に質問した時のこと。

置き換えているのではなく、そのまま自分の

過去の体験と重ねたり、写っている人の表情

などからストーリーを読み取ることでその

中に音楽が見えてくる、という回答は非常に

興味深いものだった。岡野さんの言う「エネ

ルギーを感じる」こととも通じる部分がある

のかもしれない。いきなり変化球から始めた

セッションだったが、その後につながる実り

多い時間となった。

音声ガイドは視覚情報を音で置き換える手

法だが、視覚情報を言葉に変換する作業は、

必ずしも起こっている出来事を伝えるだけ

でいいとは限らない。晴眼者は、視覚情報を

通して、言葉にしづらい表情の変化やふと

した仕草などから微妙なニュアンスを読み

取って、意思疎通を図っている。視覚が伝え

る複雑な情報のどの部分を切り取るかで、伝

わる世界が変わる。一方、ろうの人たちはど

のように音ではない方法で情報を受け取り、

共有しているのだろうか。視覚以外の情報か

らイメージを構築する視覚障害者の岡野宏

治さんと、聴覚以外の情報から手話という身

体表現を構築するろう者である牧原依里さ

んとの対話を通して、新たな音声ガイドの可

能性を模索していく意図のもと、セッション

1を企画した。

　まずは映画の音声ガイドについて、普及の

状況や基本的なルールなど、平塚千穂子さん

から簡単なレクチャーをしていただいた後、

実際に音声ガイドを聴いた。映画『西の魔女

が死んだ』を一部抜粋したものを3パターン

（①音のみ、②音声ガイドと音、③音声ガイド

付き映像）で体験。音のみだとまったく手が

かりがなかったものが、台詞が入ると声色や

トーンからその場面の雰囲気を感じ取るこ

とができる。さらに音声ガイドが入ることで、

場所や人物の動きがわかり、より想像の助け

になる。そのため、音声ガイドはガイド作成

者の主観を伝えるのではなく、台詞など本編

の音を生かしながら、限られた時間でどの情

報を選び、伝えるかが重要と平塚さんは言う。

　そして、映画の中でダンスシーンに対して

現状どのような音声ガイドがつけられてい

るかを鑑賞した。『雨に唄えば』、『Shall we ダ

ンス ?』、『ウォーターボーイズ』という３つの

作品を、①ガイドなしの映像、②ガイド付き

の映像の順に鑑賞。

　『雨に唄えば』はバリアフリー活弁士の檀鼓

太郎さんによるライブ実況がつけられてい

た。いわゆる客観的に状況を説明する音声ガ

イドとは異なる手法で知られる檀さんは、雨

日時｜2018年5月27日（日） 13:00–16:00
会場｜KAAT神奈川芸術劇場 アトリエ
講師｜平塚千穂子（バリアフリー映画鑑賞推進団体シティ・ライツ代表）
ゲスト｜牧原依里（映画監督、『東京ろう映画祭』ディレクター）
岡野宏治（「音で観るダンスのワークインプログレス」2017年度研究会モニター）

モデレーター｜田中みゆき（キュレーター、本プロジェクト企画）

 SESSION 1

耳で観ること、目で聴くこと

踊り全体のグルーヴ感、
目に見えない
エネルギーの動きも
言葉で伝わってくる
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そのリズム感で耳に入りやすくなる。

　ラジオのアナウンサーは、テレビで言うと

ころのカメラ、ディレクター、スイッチャー

の役割を担う。自分でゲームを組み立てるこ

とができる面白さがあり、さらに解説者が入

ることでよりそのスポーツが伝わりやすく

なる。解説者がどういう野球観を持ってい

るかを事前に把握し、頭の中でそれを計算し

ながらやり取りする。専門知識は、アナウン

サーが言うのと解説者が言うのとで信憑性

がまったく変わる。自分で言ってしまわず、

解説者に説明してもらうのがアナウンサー

の役割と鈴木さんは話す。

解説の立場から

　目の前の状況を描写するアナウンサーと

異なり、選手の立場から選手の状態や心境、

ゲームの流れを解説する解説者。「アナウン

サーは見るプロ、解説者はやるプロ」と松沼

さん。そのためどこのポジション出身かに

よって解説のやり方も異なる。用語を知って

いる人がどのくらいいるかわからないため、

わかりやすさを重視して解説するのが自分

のスタイルと話す。話し過ぎてもいけないし、

話さないのもいけない。さまざまな意見が飛

び交う中で自分自身を貫く人ほどプロ、とい

うのが松沼さんの考え方。さまざまなアナウ

ンサーとやりとりする中で、アナウンサーも

バットの重さやボールが当たった痛さを経

験してから実況すべきと感じると話す。

　ラジオだと矢継ぎ早に続くアナウンサー

の実況はテレビになると減り、解説者の方が

よりコメントを多く挟むようになる。そして

ラジオの場合は、解説者も見たものをそのま

ま口に出す訓練をしないと追いつけないと

いう。また、ラジオの場合は、結果論だけを

解説するのでなく、流れや次の展開を予想し

ながら解説するのも喜ばれるという。テレビ

中継の音を消してラジオの音を流しながら

見るラジオファンも多くいると松沼さんが

話すと、「ラジオの方がその場にいる感覚が

より味わえるからではないか」と鈴木さん。

　モデレーターの木村さんからは、「実況解

説は話芸のような側面があると感じた」と感

想を共有した。ただ野球に関しての情報を

知るだけではなく、おしゃべりを聴くとい

うトークバラエティー的な側面があり、エン

ターテイメントとして面白さを感じたと話す。

　「見たものをすぐ口にだす練習は、経験が積

み重なりインデックスのようなものがあるの

か」という木村さんの質問に対し、鈴木さんか

らは、使っていない言葉は出ないので、この

言葉を使いたいと考えておいて、実際使えな

かったらメモ程度で残す。後で使えたら今後

その言葉も使っていくようにすると、だんだ

ん蓄積され、良いリズムが生まれるという。

　逐一丁寧に話すことが解説や実況ではな

く、どのように楽しい時間にしていくかが重

要であることが伝わった二人の掛け合い。芸

術においても、純粋に舞台上だけで受け止め

るだけでなく、いろいろな人が思いを投げ掛

ける空間やチャンネルもあっていいはずで

はないか、という木村さんの投げかけでセッ

ションは幕を閉じた。

もともと映像がないラジオという媒体にお

いて、選手の動きやゲームの展開を視聴者と

リアルタイムで共有するスポーツ実況アナ

ウンサーと解説者。ゲームの盛り上がりを

つくっていく両者の役割から、臨場感をもっ

てライヴパフォーマンスをとらえ、伝えるポ

イントを学ぶため、昨年に引き続きフリーア

ナウンサーの鈴木光裕さんと新たに野球解

説者の松沼雅之さんを招いてセッション2を

行った。二人には、野球を例にしたテレビと

ラジオの実況解説の違いと、実況と解説の関

わり方についてお話頂いた。

　この日リアルタイムで行われた中日ドラ

ゴンズと西武ライオンズの試合の放送をも

とに、①音のみでラジオの実況解説、②音の

みでゲームの予想をしながらの実況解説、③

映像ありでテレビとしての実況解説、④映像

なしでテレビの実況解説、⑤映像ありでラジ

オの実況解説という流れで鈴木さんと松沼

さんにさまざまな設定での実況と解説のデ

モンストレーションを行って頂いた。

実況の立場から

　これまで40年以上スポーツ実況に携わっ

てきた鈴木さん。スポーツをわかりやすく

伝えるためには、シーンが目に浮かぶような

実況描写が大切。スポーツの実況描写は、走

る、捕る、かつては乱闘など、いろんな要素

が詰まっている野球の実況からスタートす

ることが多いという。ラジオは特に画面がな

いので、球場の様子やベンチの監督の表情な

ど、情景が目に浮かぶような解説を心掛けて

いる。

　何よりもまずは見たものを口に出す訓練

から。頭の中で考えてしまうと言葉が出てこ

ないため、それができてはじめて実況ができ

るようになる。訓練でよくやるのが、電車の

中から見える景色、例えば看板の色や文字な

どを次々と口に出していくこと。そうすると

徐々に出るようになっていくという。

　鈴木さんが大切にするのは同時性。「投げ

ました」と言った時にミットにボールが落ち

る音がすると、すでに投球は終わってしまっ

ている。「投げた」時に「投げました」と言う

ことが一緒に試合を楽しんでもらうコツ。そ

れでも平均して一試合で約300回「投げまし

た」と言うため、他の言い方を探すようにな

る。野球は「投げました、打ちました、ショー

トゴロ」といった三拍子のリズムが基本だが、

リズムをつけていくことで聴いている人も

日時｜2018年6月17日（日） 13:00–15:30
会場｜KAAT神奈川芸術劇場 大スタジオ
出演｜鈴木光裕（フリーアナウンサー）、松沼雅之（野球解説者）
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）

 SESSION 2

臨場感のある実況解説 アナウンサーは見るプロ、
解説者はやるプロ
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やり方のガイドになっていると分析した。

　能楽師の安田登さんによる音声ガイド3は

「私は部屋である」と、この舞台を解釈する

枠組みを宣言し、音声ガイドを規定している。

言葉数は圧倒的に少なく、新しい情報をあま

り入れていない。「飛び跳ね」を多種多様な

言い方で表現し、謡のドラマをつくっている。

長い時間のプランがあり、大きな流れの中で、

腰、腹部、頭、背中など痛みが次々と移動する

という展開が考えられていると話した。

　後半は捩子さんと skypeをつなぎ、直接対

話する場面も。「終盤にかけて、内部感覚的

な表現が多くなっているように感じたが、そ

れは意識していたのですか？」という質問に

対し、「目で見ていると正面というものがど

うしても存在するが、目で見ていないと正面

の優位性がなくなり、体の内側と同じように

なるのではないかと考えました」と捩子さん。

それはダンス全体の重要なポイントと細馬さ

んも納得する。

　セッションのテーマであるリズムについ

ても言及。「普通はいかにリズムに合わせる

か、リズムをつくりだすかに気を遣うと思う

が、捩子さんのダンスはリズムに対して挑戦

的で、リズムから離れている自分をどうしよ

うとするのかを意識しているように感じまし

た」と細馬さんが話すと、捩子さんは「僕の踊

りは舞踏から来ているので、リズムにはめた

ところから溢れるような微細な動きを取り上

げていく作業をずっとしてきました。土方巽

が言った“リズムに下剤をかける”という表現

が面白いと感じて、それができないかなと考

えました」と話す。

　細馬さんは3つの音声ガイドを振り返り、

翻訳の問題と似たもの、つまり身体が持って

いる言語と音声が持っている言語という異な

る言語間での置き換えが行われていると指摘

する。どちらも時間芸術で、音声には音声の

コレオグラフがあるという。また、音声ガイ

ドは白紙の状態から音声のドラマをつくるも

のではなく、ダンスというものがあり、その

時間構造を手掛かりにして、別の音声のドラ

マをつくることであると話す。

　また、捩子さんが書いたテキストを捩子さ

んが読んだ音声と安藤さんが読んだ音声で比

較する中で、ダンサー自身がテキストを書く

ということ、書いたテキストを他の人が読むと

いうこと、他の人がもう一度テキストをつくり

直すということは、ダンスの当事者問題を生

み出しているように感じたと指摘した。ここ

で重要なのは、ダンサー当事者が正しいとい

うことでもなく、当事者が内部的に拾い上げ

たものとは別のことを他の人が見て拾い上げ

る、さらに音声情報に変換させ語り手が自分

の声を使って伝える、という複雑な問題が絡

み合っている、と今回分析する中で気づいた

音声ガイドそのものの奥深さについて語った。

セッション３では、人間行動学者の細馬宏通

さんが、昨年つくった３種類の音声ガイドを

ELAN（映像や音声ファイルを見聞きしながら、

その中身に対して注釈をつけることができるソフ

ト）にかけることで見えてきた特徴について、

レクチャーを行った。音声と体の動きの関係

を研究する細馬さんの観点から、それぞれの

音声ガイドの特徴を分析して頂いた。

　私たちが一秒間に言えるのは10文字（10

モーラ *）程度である、という音韻の話からレ

クチャーは始まった。日本語は主語を省略で

きる言語だが、「体をひねった」というだけで

も8モーラ使ってしまう。0.8秒たつと、表情

が変わったり指が動いたり、人間はさまざま

な動きをしてしまっている。そのため、音声

ガイドをつくるときに考えるべきことは、日

本語で短い時間の間に表現できることは限ら

れているということと話す。

　また、言葉には、言葉自身のタイミングが

ある。モーラだけが言葉で伝えるすべてだと

すると、とても貧しいものになる。「カラダヲ

ヒネツタ」というと平坦で情報量が少ないも

のになるが、「体をひねった」と抑揚をつけて

言うと、イントネーションや強弱、声色の変

化など、さまざまな付加情報が加わる。人間

は声を進化させる際に、声の色々な要素を付

加情報としてきた。一旦声にすることは、文

字としての言葉を発するだけではだめで、声

に含まれている色々な表現を全部駆使するこ

とが重要、と昨年から試行錯誤してきたプロ

ジェクトの本質を指摘する。

　そして昨年の音声ガイド3つを分析。ダン

サーの捩子ぴじんさんのテキストを、女優の

安藤朋子さんが読み上げた音声ガイド1を

「もう一度演じ直しているよう」と言う細馬さ

んは、誰もいない舞台にリズムを置き、ひと

つの音声の舞台をつくるような営みと指摘し

た。言葉の内容や意味ではなく、言葉の切れ

具合によってリズムをつくり、ダンスの時間

構造を伝えている。実際に、ジャンプに合わ

せて書かれたテキスト「タッタタタッタ」のリ

ズムの取り方が捩子さんと安藤さんが読んだ

場合ではまったく違うことがわかる。文字に

起こしたものを音声に当てはめることは人に

よって異なることがよくわかる場面だった。

　研究会による音声ガイド2は、捩子さんの動

きをニュートラルに、幾何学的に表そうとして

いると解説する。動きをかなり綿密に表現し

ているが、何回跳ねた、いつ跳ねたとはそんな

に情報が入っていない。大きな時間の枠組み

を使って、そこである程度まとまった描写を

表している。言葉の内容から理解するような

ダンスの時間構造を
手掛かりに別の音声の
ドラマをつくる

日時｜ 2018年6月24日（日） 13:00 –16:00
会場｜KAAT神奈川芸術劇場 アトリエ
講師｜細馬宏通（滋賀県立大学人間文化学部教授、人間行動学者）

*音韻論上、一定の時間的長さをもった音の分節単位。日本語は、海外の言葉と違って母音と子音がセットになる。
例「だるまさんがころんだ」は10モーラ

 SESSION 3

言葉とリズム
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先天的なろう者であり、映画『LISTEN リッスン』の共同監督を務めた牧原

依里は、2年目となる『音で観るダンスのワークインプログレス』で、「セッ

ション1 ̶耳で観ること、目で聴くこと̶」に参加。研究会メンバーであ

り、中途失明者の岡野宏治とともに対話を行った。今回、このプロジェクト

を振り返るにあたって、彼らに再び集まってもらい、音声ガイドについて

の話にとどまらず、見えないことと聞こえないことの共通点や、そこから

感じとれるアートの本質などについて伺った。

いったい、ろう者と盲者による対談からは、どのような世界が浮かび上

がってくるのだろうか？

聞き手：田中みゆき｜構成：萩原雄太

（映画監督、『東京ろう映画祭』ディレクター）

（鍼灸・マッサージ師、
『音で観るダンスのワークインプログレス』研究会メンバー）
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体が動く音声ガイド

̶ 5月に行われたセッションの当日は、『雨に唄えば』と、『Shall we 

ダンス?』『ウォーターボーイズ』の3つの音声ガイドを流しました。

『Shall we ダンス?』は演劇的な要素が強くダンスの解説があまりな

かったし、『ウォーターボーイズ』は、フォーメーションの説明が多

く、ダンスそのものの音声ガイドとしてはあまり機能していなかっ

た。その中で、岡野さんは、『雨に唄えば』の音声ガイドを評価して

いましたね。

岡野　当日聴いた3つの音声ガイドの中で唯一、踊っているダンサーのグ

ルーヴやエネルギー、楽しさを感じることができました。音声ガイ

ドを務めたバリアフリー活弁士の檀鼓太郎さんは、ダンスが盛り上

がっていくにつれて一緒に自分も声を張るなど、細かい芸をしてい

ます。檀さんのガイドは、見えないことのストレスをあまり感じさ

せなかったんです。今までさまざまな音声ガイドを聴いてきました

が、初めて自分の足でリズムを取りながら聴くことができたガイド

ですね。

̶ 檀さんのガイドからは、主演のジーン・ケリーがどのような動きを

しているかのイメージはできたのでしょうか？

岡野　どういうダンスをしているのかは、はっきりとわかりません。ただ、

控えめに動いていたのがだんだんと大きくなっていった。踊ってい

る喜びみたいなものがクレッシェンドで盛り上がっていき、次第に

収束していったことが感じ取れました。声のトーンによって的確に

表現されていたんです。

̶ 動きのディテールではなく、ダンサーの気持ちが見えてきた、と。

聞こえない／見えない世界で感じる

アートの「エネルギー」

牧原依里

INTERVIEW 1

岡野宏治

Interview
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岡野　そうですね。昨年、『音で観るダンスのワークインプログレス』の

ホームページに寄稿したレビューでは、「環世界」という概念につい

て記しています（『環世界から見るダンス』　http://otodemiru.net/

review2/）。生物が持っている知覚世界を表すこの概念に興味を

持ったのは、哲学に興味があったからではなく、自分自身が見えな

くなった後、人の感情が持つエネルギーを「感覚」として感じるよう

になったから。それは、いわゆる五感とは異なる感覚です。

̶ エネルギーを感じる感覚？

岡野　はい。今の社会は、五感で見る世界がスタンダードであり、他の感

覚はないかのように振る舞っていますよね。でも、それは変だと実

感しているんです。

̶ 岡野さんは、聴覚や触覚などからエネルギーを感じ取るのではなく、

五感とは異なった感覚を使って、「エネルギー」を知覚している、と。

岡野　そうですね。視覚がなくなったことによって、エネルギーを感じる

感覚が強くなったのかもしれません。かつては視覚を含めた五感を

使って世界を見ていたとするなら、今は、視覚を使わず六番目の感

覚を含めた五感を使って世界を見ている。その第六感として、人間

が持っている感情であったり、内面で起こっているエネルギーを感

じることができるようになったんです。『雨に唄えば』では、檀さん

がジーン・ケリーになりきることによって、そのエネルギーを表現

しています。だから、エモーショナルなものが伝わり、音声ガイド

を楽しめたんだと思います。

̶ 手話の世界でも、数は少ないですが、本人になりきって手話をする

人がいますよね。そんなエネルギーにあふれる通訳について、牧原

さんはどのように感じていますか？

岡野　そう。ダンス全体のエネルギーの強さというか。他のガイドには、

あまりそういう感じを受けませんでしたね。

̶ 牧原さんの場合、生まれつき耳が聞こえない生活を送っています。

『雨に唄えば』のようなミュージカル映画をどのように観ているの

でしょうか？

牧原　『雨に唄えば』は、ミュージカル映画の中でも好きな作品です。しか

し、『レ・ミゼラブル』は相性が悪かったですね。まわりのろう者に

聞くと、みんな『レ・ミゼラブル』は面白くないといいます。歌がメ

インになってしまい、動きが少ないからでしょう。

 　先日、『ボヘミアン・ラプソディ』を観たところ、歌は聞こえない

けれども、演技から何かが伝わってきました。歌が聞こえないこ

とが残念すぎて、普段ならまったく思わないのに「聴者だったらよ

かったのに」と思ってしまった自分にビックリしたぐらい。その意

味では、『雨に唄えば』も、ジーン・ケリーの演技から主人公の人間性

がとても魅力的に伝わってくる作品です。

̶ どのような部分から、「人間性」を受け取っているのでしょうか？

牧原　感情がこもっている体の動きからイメージを受け取っています。

『ボヘミアン・ラプソディ』で言えば、フレディ・マーキュリーが歌っ

ている時の気持ちを、体の動きから想像することができました。

エネルギーを感じる第六感

̶ 牧原さんが感じているものは、岡野さんが言った「エネルギー」とい

う言葉に近いかもしれませんね。

Interview
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いながら揺れ動いているこの感覚の中に、もしかしたら、「ろう者に

とっての音楽」を見つけ出すことができるかもしれないと思ったん

です。

̶ 一方、ろう者に対して、音楽を共有しようという試みはいくつも行

われてきました。それらについてはいかがでしょうか？

牧原　私の体験では、振動や光などによって、クラシック音楽の心地よさ

をろう者にも感じられるようにしようという取り組みからは何も

伝わって来なかった。音楽は、他のメディアに置き換えられるもの

ではないようです。だから、置き換えるのではなく、その感覚を「つ

なげる」ために『LISTEN リッスン』をつくりました。ろう者の世界

にある音楽とは何なのか？ という疑問に向き合おうとしたんです。

牧原　手話通訳のあり方にもいろいろな考え方がありますね。個人的には

あまり主張の激しい手話通訳は、存在が邪魔だと感じてしまう。映

像が観たいのに、手話通訳の主張が激しいと、気が散ってしまうん

です。例えば、今、アメリカなどでは手話通訳者が歌手の代わりに

手話で歌うというのが流行していますよね。個人的には、歌がメイ

ンであるはずなのに、どうして手話通訳者がメインになってしまう

のか……？という違和感がどうしても拭えない。否定するつもりは

なくて、無論あってもいいと思うのですが。

ろう者にも音楽がある

̶ 牧原さんは、映画『LISTEN リッスン』で音楽をテーマにしています。

なぜ、このテーマを選んだのでしょうか？

牧原　もともと、ろう者の世界の中に音楽はあるのか？と疑問を持ってい

て、そんな問いから撮影をはじめた映画でした。音楽＝聴者のもの

と考えられがちですが、実は、ろう者の環世界から生まれる「音楽」

があるのではないか？そんな議論をしてほしいという考えから作

品をつくったんです。

̶ 生まれつき耳の聞こえない牧原さんが、なぜ「音楽がある」と思って

いたのでしょうか？

牧原　私自身、ミュージカルなどで歌っている人の表情を見ると、何かが

伝わってきてすごく好きなんです。この感覚はいったい何だろう？

と、昔から思っていました。そして、大学に入った頃、「サイン（手

話）ポエム」というジャンルに出会い、その公演を観に行ったところ

衝撃を受けたんです。間やリズム、空間の使い方など、普通の手話と

はまったく異なる非言語的な表現でした。言語と非言語が混ざり合

『LISTEN リッスン』　©2016Dea� irdproduction

Interview
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いう言葉でした。それは、さきほど2人が話していた「エネルギー」

のようなものかもしれません。

牧原　客観的に伝えようとするのではなく、直感的に「通じる」という部

分が必要だと思います。客観的に言葉に置き換えようとしても、絶

対に通じ合うことはないんです。けれども、直感的なものばかりで

も、お互いが理解しあうことは難しい。客観的なものと直感的なも

の、その2つが必要なんです。そして、この直感的なものは、さきほ

ど岡野さんの言っていた「エネルギー」に近い感覚でしょう。

 　見える世界と見えない世界、聞こえる世界と聞こえない世界、そ

の両方の違いを踏まえた上で、世界をつなげられるのは、ひょっと

したら中途で失明したり失聴した人なのではと思う時があります。

中途失明の人は、両方の世界を経験していますよね。そこから、両

者の感覚をつなげていく手助けをしているのでは？と。ろうの世

界でも、ろう文化に興味を持った中途失聴者が自然と両者の世界を

「つなげる」という役目を負う場合があります。

̶ 岡野さんは中途失明で両方の世界を知っています。両方の世界はつ

なげられると思いますか？

岡野　僕の場合は、環世界が変わってしまうと世界をつなげることはかな

り難しいのではないかと思っています。とはいえ、必ずしも不可能

なことではない。音楽でも詩でも、表現する「元」のようなものがあ

ると思っているんです。言語や音楽、身体表現に置き換わる前の内

面の塊のようなものがあって、それは全部の表現に共通するのでは

ないか。それは、例えば「ポエジー」と呼ばれるようなもの。詩的な

ものの塊があって、それが言語になれば詩になるし、音として奏で

られれば音楽になるんです。

牧原　よくわかります。

̶ 「置き換え」ではなく、「つなげる」という言葉は、ダンスの音声ガイ

ドをつくるにあたっても重要な指摘です。

牧原　ピナ・バウシュの『カーネーション－NELKEN』という作品では、手

話を使っているシーンがあります。それを見た時に、衝撃を受けま

した。手話なのに、言語ではない手話。彼らが体や手から出てくる

動きが確実に手話という言語をベースに「音楽」にしていた。

 　私にとっての音楽は、自分の中にある言葉にできない、生まれ

持った感覚に触れるもの。聴者の音楽は聞こえて心地よさがあるの

と同じように、動きを観たときの心地よさがあり、新鮮な驚きがあ

りました。その感覚が、私にとっての音楽かもしれないと思ってい

るんです。

 　だから、振動や光などによって置き換える方法も面白いとは思い

ますが、一方で、音楽とはそういう「置き換え」では表現できないも

の。岡野さんの言葉を借りれば、われわれろう者が持っている環世

界に、聴者の音楽の感覚を「翻訳」し、つないでいくことによってそ

の接点が見つかるのではないかと思います。

アートが持つエネルギー

̶ 「見えない人」といってもさまざまな人がいるように、人によって音

声ガイドに重視するポイントは異なります。では、「見えない人のた

めの音声ガイド」とはいったい何か？今年は、ある意味そんな振り

出しに戻ったように感じています。しかし、いろいろな人がいるか

らといっても、最大公約数的な、ニュートラルな形での音声ガイド

には限界があることも同時にわかってきました。

 　それを踏まえた上で、ヒントになるかもしれないと思ったのは、

牧原さんが以前のセッションの後におっしゃった「見えない人と聞

こえない人の捉え方は何か共通するものがあるのかもしれない」と

Interview
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岡野　こんな話をしていると「怪しい」と思われがちですよね（笑）。けど、

歴史的にみればこんなに五感で感じる世界はスタンダートではな

かったはず。「空気が凍りつく」という言葉があるように、気配や雰

囲気など五感の外を感じることは、日本人にとっても一般的でした。

̶ 例えば、写真家の場合、同じ状況を撮っても人によって全然違う写

真が生まれます。それは、絞りやシャッタースピードといった技術

的な違いではなく、見えないものを含めてどう撮っているかという

話ではないかと思います。

岡野　人の持っている環世界は本来は多様なんです。しかし、五感の世界

だけのフレームに閉じ込められてしまうと、不自由になるばかり。

五感の環世界だけがスタンダードという考え方に、風穴を開けたい

ですね。

サポートではなく異文化交流としての音声ガイド

̶ では、そんな「エネルギー」を、音声ガイドの「言葉」に置き換えるの

は可能なのでしょうか？

岡野　エネルギーを言葉で切り取ると、いろいろな要素が落っこちてしま

うので、とても難しいですね。それを防ぐためにひとつ手がある

とすれば、詩のようないろいろな意味を含んだ言語を使ってシンボ

リックに表現すること。しかし、そうすると、動きを説明するもの

とは異なってしまう。その両方のいいとこ取りは、言語にはできな

いと思います。

 　『雨に唄えば』の場合、音楽もついているし、ダンスの盛り上がり

とともに音楽も盛り上がっていく。見えない者にとって、音楽から

得られるそんな情報はとても大きいんです。しかし、コンテンポラ

岡野　僕は目が見えなくなって、人間だけでなく、動植物のエネルギーに

対する感覚がとても強くなった。動物や植物と、エネルギーで交流

することができるようになってきたという実感があります。植物に

手を近づけたり触ったりすると、植物の方でもこちらに反応し、い

つしか「仲良くなる」ことができるんです。

̶ 「植物と仲良くなる」とは？

岡野　初対面の時は、人間と同様によそよそしいのですが、挨拶をしたり

触ったりしていくうちに、向こうから発せられるエネルギーの感じ

が変わっていく。近所の図書館の前にある、仲良くしている大きな

木は、やはり初めはよそよそしかったのが、いつしか触っていると

そのエネルギーを毛布のようにかけてくれるようになり、とても気

持ちいいんです。それは、僕にとっては、いい音楽を聴いている時

の体感に似ています。

̶ 木が発するエネルギーを受け取ることと、音楽を受け取ることが近

い？

岡野　そう。エネルギーを受け取ることは、音楽だけではなく、アート全

般につながるものかもしれません。エンリケ・バリオスというファ

ンタジー作家による『アミ小さな宇宙人』（徳間文庫）という小説は、

文明の進んだ宇宙人が地球の少年と出会う話です。その宇宙人の文

化がすごく面白いんです。彼らの文化では、アートを鑑賞する時に、

舞台上に上がった人が、踊るでもなく歌うでもなく、心の中に持っ

ているエネルギーの塊を放射する。それを見て、観客が「素晴らし

い」と感じるんです。それは、僕が樹からエネルギーをもらう感じ

とよく似ています。

̶ アートの本質として、エネルギーがあるというイメージですね。

Interview
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した経験がありますが、まったく触れたことのない人にとっては、

意味不明な内容になってしまいますね。

牧原　難しいですよね。根本的に、実際には、聴者の音楽をろう者に全部

は伝えられないし、ろう者がいつも手話から感じているものを、聴

者が100％理解することもできないと思っています。近づける努力

はできるけど、お互いの世界を100％感じ取ることは無理なんです。

岡野　それは視覚障害でも一緒ですね。「視覚障害の世界を理解したい」と

語る人に対しては「それは無理です」と断言します。100％理解しよ

うとしても、必ず上手くいかない。環世界が違う相手を100％理解

することはできないんです。

 　視覚障害者の体験として、よく目隠しをして歩き回ることがあり

ますよね。しかし、あれで感じられるのは、視覚情報が欠落した世

界。しかし、中途失明をしてわかったのは、視覚が欠落しても、だん

だん他の感覚によって埋められるから「欠落」は感じない。不便を感

じることはありますが、視覚を失うことは怖いことではないし、絶

望することでもありません。

 　視覚障害者を「欠落した存在」と思えば、何となく下に見てしま

いますよね。でも、晴眼者の環世界に触れずに捨てられてしまう情

報を、こちらではちゃんと拾っているということは、もっと知られ

てもいいはず。視覚障害者に向けて音声ガイドをつくることは、た

だのサポートではなく、異文化交流という意味が大きいのではない

でしょうか。その意味では、視覚障害者を「視覚が欠落した人」では

なく、「視覚情報を使わない文化を生きている人」と見てもらいたい。

そうすれば、音声ガイドに対する発想も変わっていくかもしれませ

んね。

リーダンスの場合、そんな音楽との一致が少ないので難しいですよ

ね。

̶ それに、コンテンポラリーダンスの場合、必ずしも観ていて嬉しく

なったり楽しくなったりするものばかりでもありません。どのよ

うに、ダンスに内包されるエネルギーを伝えればいいのかはとても

難しい問題です。岡野さんは、コンテンポラリーダンスの舞台から

エネルギーを感じることもあるのでしょうか？

岡野　あります。ただ、僕の場合は、治療家なので接近戦が得意。距離が

離れているとエネルギーを感じにくいんです。しかし、群舞を見て

いると、踊っている人のエネルギーが劇場に充満し、エネルギーが

回っているという感じを受けることもあります。それは、ダンスに

限らず、音楽でも感じることですね。

̶ 牧原さんも、芸術を鑑賞する時にはエネルギーのようなものを読み

取っているのでしょうか？

　

牧原　そうですね。きっと、それもあって手話通訳者が歌うように手話を

するのに抵抗感があるのだと思います。だって、歌っている人のエ

ネルギーの方が絶対にすごい。手話通訳者は、そんなエネルギーに

対して情報を出す仕事であって、エネルギーを真似ることではない

と思っているんです。両方がエネルギーを発していたら、それらが

せめぎ合って混乱してしまいます。

̶ ただ、ダンスの場合、ダンサーのエネルギーではなく、情報を伝え

る存在として音声ガイドをつくろうとすると、結局、状況説明的な

ガイドになりがち。そうすると、ダンスの「言葉では伝わらない」魅

力すらもまったく伝わらなくなってしまうというジレンマがあり

ます。岡野さんは、見えている時にコンテンポラリーダンスを鑑賞

Interview



3332 Prologue 2

［上演直前にアナウンスした事前情報］

これから3回、ダンスを上演します。上演時間は約10分です。

最初は明かりのない状態、2回目は明かりを付けた状態、

そして3回目は消した状態で行います。

始める前に、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。

このスタジオの舞台自体は横幅15m×奥行き12m、天高8mほどになりますが、

その中の横幅7m×奥行き6mを使って踊ります。捩子さんはその中を移動しますが、

一番近いところで客席の最前列から2mほどの距離で踊る場面もあります。

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。

ベニヤ張りの床には黒い塗装がされています。

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。

それぞれの音声ガイドは、始まるタイミングが異なります。それでは、始めます。

オープンシアター2018「音で観るダンスのワークインプログレス」
デモンストレーション＆トーク ［2018年6月3日（日）開催］

［デモンストレーション］

音で観るダンスの音の情報だけを使って、ダンサーの足音やダンスの音楽などとともに３種

の音声ガイドを体験できるデモンストレーションを開催。10分間の上演を、ダンサーが近く

で踊っているような感覚で体験してもらった。座って聴くものと、ステージと同じ大きさのス

ペース内で鑑賞し、鑑賞者の頭の動きに合わせ音の方向が変わるものを用意。後者を体験

した視覚障害者からは、「舞台上でダンサーを追いかけられるようで面白い」とリアリティを

強く感じた様子の感想もあった。

［トーク］

2012年から行われている「視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ」の活動を発展さ

せた「きくたびプロジェクト」の林建太さんをゲストにトークを開催。「きくたびプロジェクト」

は音声ガイドではなく「音声作品」を提供し、演劇という手法を用いながら〈言葉〉〈時間〉〈空

間〉〈身体〉〈フィクション〉をキーワードに鑑賞の新しいあり方を探ろうという試み。「見える

人も見えない人も同じような経験に導くのではなく、バラバラのリアリティ、経験が立ち上が

るものを目指している」と話す林さんからのお話からは、本プロジェクトに通ずる点も多くう

かがえた。作品にすること、フィクションの可能性、多様性の生かし方など、それぞれのプ

ロジェクトの共通点をめぐり当事者も交えながら対話を行った。

音声ガイド1
テキスト：岡田利規（演劇作家、小説家）  朗読：川﨑麻里子（女優）

音声ガイド2
テキスト・演出・水音作成：本プロジェクト研究会  
協力（擬音）：捩子ぴじん

音声ガイド3
テキスト・朗読：志人（語り部）

※音声ガイド2と3には、捩子ぴじんが踊る際の足音や
息遣いの音をライヴで拾い、音声ガイドとともに流された。

AUDIO GUIDE
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00:00

02:00

今たぶんなにかの太鼓みたいな、打楽器的な音が聞こえているとおもうんで

すけど、この音が今は、これからここで踊ることになる人のことをこっちの舞

台のほうに呼び寄せてるといった感じでしょうかね、そしてやがて、それに誘

われて、とでもいうようにですね、踊る人のほうは、まだ舞台には出てきてないですけれど

も、でも、もうすぐ出てくるでしょうかね、奥のくらがりのほうから、少しずつ、はい、前に

やってきて、姿を少しずつ、舞台の中のほうに、現してくるんですけれども、ふわあっとや

らかーくジャンプしながら、くらげみたいな感じとでも言えばいいでしょうかね、踊る人は

今日は足は裸足で踊るんですけれども、ですからおそらく今、ペタンペタン、っていう、足

の裏が着地する音が、聞こえてるんじゃないかとおもいますけれども、そして、はい、舞台

のいちばん前までやってきて、垂直に跳んでます、軽やかなそのふわあっていうジャンプ

が、ペースがだんだん早くなっていきます、ふわあ、ふわあ、ふわあ、ふわあ、ふわあ、

音声ガイド

辺りは真っ暗、誰もいない　次第に何かが見えてくる　舞台の奥に何かの気配

痩せた体に丸坊主　グレーのＴシャツデニムのパンツ　男の名は捩子ぴじん

細い腕が垂れる　裸足の足がゆるむ　軽く膝曲げ跳ねる　鼻先掻いたら　

跳ねる　Tシャツの裾伸ばし　跳ねる　手を組んで　跳ねる　後ろに組んで　跳ねる　
両手振って床を掻いて　跳ねる　横を向いて前を向いて　跳ねる　俯いて膝に触れて　

跳ねる　そして跳ねる　また跳ねる　手足を脱力させ跳ねる　少しずつ手前に移動する　

ゆるんだ両腕　体の動きで波を打つ　跳ねながら　明るいところへ向かってる　

徐々に浮かび上がるぴじん　舞台手前で跳ねる　その場で跳ねる　跳ね続け　

足の裏が床にくっつくように　跳ねる高さが小さくなる　足は浮かさず上下に揺れる　

力の抜けた体の震え　だんだん硬い振動に　加速がついて、小刻みに　

呼吸もだんだん早くなる　

私の名は“名無しの魂”

裸足のまま　月の海の凹凸と表面張力の上をブイのように浮き沈みしています

世に雑草という名の草はない　未だ名も無きヤドカリも貝（界）を得初めて名付けられ

人の世の図鑑に載りましょう　では　名付け親を訪ねようか？

─

未だ明けやらぬ丑三の刻　片割れ月を隠した頭巾　雲影掛け布団

遠きこの地に想い馳せ 今宵　この身投げ伏した溜め池どぼん
浮かぶ波紋を数えて　てけてん　揺らぐ水面にぷか謳う兎

塞ぐ口から泡が漏れ　ベベン　心の声に沿い抜弁天

引きつ惹かれつ　往きて帰らぬ　花筵なら寧ろ私めの　氏名宿命運命を脱ぎ捨て

我が名のルビをも振り払い　名を失くして尚過去もなく　生命透明空気に口づけ

殻も無ければ黄身（君）も無い　正解不正解無き世界に出会いに　罪は無い　

さあ　行きなさい　飾り気を捨て裸足のまんま　我が道を行け名無しの魂　

赤ん坊の様に空っぽで伽藍堂な内側の銀河へいざ行かん

「私は彼方　あなたに渡した」

音声ガイド 音声ガイド

1

2 3
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02:01

03:20

上半身が小刻みなだんだん痙攣をはじめてますね、Tシャツのはためく音がきこ
えているか、もうすぐきこえてくるかすると思うんですけれども、踊っている人は

今日は上半身がTシャツなんですけれども、そのTシャツが今は、上半身の動きが
ものすごく小刻みに、速くなっていって、自分の身体を上半身だけどこまで速くピクピク動か

せるかチャレンジ、みたいな感じですね、それでまるで強風の日の旗とか幟とかが立てるみた

いな音がしてるんですけれども、でもそれも収まっていきました。またくらげ的な感じにもどっ

ていきましたね、そしてくらげはくらげ的なジャンプで舞台の前を端からもう一方の端へと横

切っていきます、ときどき水族館で、こっちから水槽越しに見られてることめっちゃ意識してる

よなっていう海の生き物いると思うんですけど、そういう感じですね、

そして反対の端にきましたね、反対の端にきて、ちょっとだけだべってる感じのひととき、そして

今はどうかといえば音のテンポの良さに合わせてちゃきちゃき踊ってますというか、ちゃきちゃ

き踊りはじめたのを追いかけるようにして音も調子がよくなっていったんですけれども、この

踊りにはとても、身体の中に骨が通っているっていうのを感じながら踊ってるような感じがしま

すね、くらげ時代にはなかった、骨、ですが今はある骨、あれ、俺のからだ骨あるんだ、関節も

あるぞ、なんかこれおもしろくね？的な好奇心で身体を動かしてる的な感じですけれども、

体が細かく痙攣する　みなぎる力、震える筋肉　揺れる体、軋む床　床が響く

舞台が揺れる　貫く電気、痺れる体　震えの速度が落ちてきて　力が緩ん

で、体がほどけ　再び上下に揺れてくる　ゆっくり徐々に、跳ね始め　揺れは

次第にリズムに変わる　正面向いて横移動　そのまま右に跳ねていく　明るい場所を横

切って　舞台の右にたどり着く

背中を丸めて、腰落とす　片足ゆっくり持ち上げて　前にそっと差し出すと　　

つま先地面に着く瞬間　足首ひねって引っ込める　突然手足が暴れだす

体は正面向いたまま　クネクネ手足を動かしながら　うごめきながらも、後ろに下がる　

膝と肘を軸にクネクネ　正面向いて体が波打ち　行き場のないエネルギー　

うねる膝で体が進む　舞台の奥にたどり着く

なにゆえのあいうえお　かきくけ古今　さしずめの行先知れずに旅行けど

張りぼての仮初めの街を背に何事なりとも間に受けず

待ち伏せろ　この身は紙風船　海千山千　心は須弥山　言葉は三味線

あっち向けホイと野次る野次馬ジャジャ馬のチャチャを耳栓して出し抜けと

尻ペンペン草気にせんでええ　誰もが七転八倒して生きてんだろ

ものの見事ものの見方を変え味方に付ろおころりよ

あ　から　ん　まで　阿吽の呼吸で　わをん　と鳴いたまほろばのしゃぼん

ちゃぽん波紋　JAPAN JAPON　Jump`in Dance`in 
三途 SOUNDS　Once upon a time
「水兵　リーベー　僕の船　七転び八起き　欲を捨て

水星　金星　土星の輪？　時計の針？　乗ってみようかな？」　

すると　不意に風が吹き吸い寄せられる様についーついーと歩くタッタカター

軽くなった体　丸くなったからか　弾むリズム　沈む雫　浮かぶワルツ　歪むイズム

シンクロナイズド　インプロバイズド　闇雲

音声ガイド

音声ガイド 音声ガイド

1

2 3
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03:21

05:20

はい、舞台の後ろのほうに下がっていきました、で、今はリズムに合わせて足を片っ

ぽずつ前に軽く蹴り出してみたりしてワン、ツー、ワン、ツー、案外それはしかしあっさ

りと終了でした、舞台の後ろをたどたどしい足取りで、そうですね、まさに、ザ・たど

たどしい足取り、という感じで歩いてます、歩きたいわけじゃないんだけど身体がよろよろ結果的

に前進しちゃっていまして、という、腰の曲がって足取りもおぼつきませんという人を演じてる感じ

ですね、眠ってるのかもしれないですね、眠りながら歩いてる、

そして結果的に舞台の真ん真ん中にきて、踊る人はここから踊る踊りはどんな踊りかというと二、

三秒だけヒップホップというかブレイクダンス、次の二、三秒はちょっとラジオ体操的というか、次

は音楽にノってイェーイみたいな人、みたいな感じに次々短い断片、時間の持続を持たない動き

の連続、次々と、数秒単位で、両足で大地を踏みしめる的、盆踊り的、手首足首をほぐしましょう的、

踊る人はまだ眠っていて夢の中で踊ってるのかもしれないですね、

パン、と手を打つ音が聞こえたと思うんですけれども、その自分で叩いた手の音を自分できっかけ

にして踊る人は、満面の笑みを見せはじめまして、正面を向いて立って、下半身を少しだけくねら

せて、手の指の先までなんとか観音の像みたいに意識の行き届いた両腕を優雅にくゆらせて、極

楽浄土にいますみたいな世界が繰り広げられているなか、もしかしたら客席で笑いをクスクス洩ら

したりしてる人が今もいるかもしれないですけど、だとしたらそれはその満面の笑みによってその

人は極楽浄土に連れて行ってもらってるのでしょう、おめでたい話です、

暗いところでクネクネ踊り　バラバラの波がリズムをもつ　かかとでお尻を蹴り上げて　

爪先振り上げ膝伸ばす　右足一歩、左も一歩　腰を屈めて、左にヨタヨタ　

口を押えて、具合が悪そう　お尻を突き出して、前かがみ　中腰のまま向きを変え　

ゾンビのように、手を前に　歩幅は細かく内股で　舞台の端までヨタヨタ歩き　

前に向かってヨロヨロと　右に曲がってヨタヨタと　後ろに向かってフラフラと　

奥まで行ったら左に曲がり　白目を剥いて、前を向き　背筋が伸びて、交互にキック　

覆いかぶさるバタフライ　足を一蹴り、体がくねる　首を大きくぐるりと回し　

迎えるように手を開き　両手を広げターンを1回　正面向いて、盆踊り　滑った足が後ろに伸びて　
両腕広げ、ゆらゆら揺らす　両脚広げ、床を打つ　右足軸にじりじりと　

手足をプルプル震わせながら　片足浮かせて横移動　一発手を打ち、仮面の笑顔　

両手を下ろし　手首を入れ替えくるりと返す　指一本を頭上にかざし　胸の前で両腕平行　

肩から袈裟懸け斜めに流す　胸の前で腕交差　くるりと返し、手のひら合わせ　

右下あたりで手首を振って　くるりと返し、右手を掲げ　斜めに伸ばし、左手添えて　

胸の前でひらひらと　手のひら合わせて、右に引く　顔の横で祈りのポーズ　

肩から袈裟懸け斜めに流す　くるりと返し、左手掲げ　笑顔の横で祈りのポーズ　

両手を下ろして手のひら見せて　くるりと返し、両腕つけて　笑顔の横で祈りのポーズ　

くるりと返して、肘合わせ　笑顔の横で祈りのポーズ

妊婦の陣痛にウィンクする睡眠中のスイミングチャイルド
貧困が産んだ人口過密度に破竹の勢いで噛み付こうとするが真水に流された巻き糞の様に
立ち往生　「一抜け二抜け　三途へ避難訓練　ラジコン ファミコン部品の町工場　あああ　
何だったけな　あの部品の名前　ああ　ここまで出てきてるんだけどな　ええっと確か、、　

バビブベボが付いていた気が、、
あっ、　あれ？　え　此処は何処だ？　こそあど言葉の祠の底か？　喉から手を出し届かぬ夜空？　
世の中遍く眺める野の花　そこはかとなく儚く逆巻く　墓参りの夢逆さまくら　恐らく Maybe　
此処は　Baby ロン　BABYLON ああ絶対　そうだ　さあ行こうラリホーVertigo ぬらりひょん」　
「何だ　こいつ？　門の前に変なモンがおりまっせ」　「ああ　いや　別に怪しいモンじゃ　御座いやせん」　
「むむ　近寄るな　控えおろう　控えおろう」　－開　閉－
「我の手前へ連れて参れ　よし　おぬし　名を名乗れ　名を」
ピシャリ　「痛い！　 はい！　ええ～私はですね　実はあの～　名前がありません　ええ～　どっかには　
在るとは思うんですがね、、　果たしてそれが何処かっていうのがよく分かりませんで、、
陸海空ヒッチハイクっていうんですか　歩いて歩かされて　あやつらに操られて　まあ　
不一致のスイッチが入って食い違って此処に着いちまった無一文で　まあ　その話は置いておいて　
グイーン　グイーン　と無理くり引っ張られて　スイスイスーダラダッタスラスラついつい着いちゃった
まあ見ての通り　裸一貫　財布一つも何も持っておりませんのでね　
丸腰まるっと丸かじりしてもらっても食い意地だけはありますが　どうか許してもらえない、と
マジカル～　まじかよ～　なんて　許してもらえないですかね？　ほーら　見ての通り何も無いでしょ？　
特技も特にありませんでして　許してもら ..　あっ　そうだ　特技があった　ラミパスラミパスるるるんるん！　
はい　許してください～」

音声ガイド
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05:21

07:30

ふっと俯いてそのムードはもう終わりで次ですね、さっきまでとは真反対でスリルとサスペンス的な、素
早く数歩動いてぴたっと止まって物陰に身を隠す的な、敵に見つからないように息を殺して気配を消し
てそれでも迅速にミッションの、ってなんのミッションだかわかりませんけど目的地点まで辿り着け的な、
張り巡らされたレーダー探知システムに引っかからないように細心の注意を払いつつ前進を続ける的

な、緊張感ですね、音楽も今はそういうふうな緊張感的な音楽にがぜん聞こえてくるようにわたしにはですけどなって
しまいました、これまでは全然そんなふうに聞こえてきていなかったのに、そしてここからなんですよ、ここから音楽も今
までの音楽が重なったリズムを刻んでたこれまでのいくつかの音が同時に今は鳴ってるぞっていうふうに変わったじゃ
ないですか、いわば踊りもそういう感じの踊りを今はやってるんですよね、これおもしろいんですよね、っていうのはつ
い今しがたのスパイ的なすすっと動いてぴたって止まる的な動きがあったじゃないですか、それよりちょっと前の歩くつ
もりが自分ではないんだけどなんだか歩いちゃってる人ってのを演じてるなみたいなときの動きがあったじゃないです
か、あと、それよりもっと前の骨と関節を感じはじめたばかりのくらげが骨と関節をいろいろ動かしてみてるっていうと
きの動きがあったじゃないですか、そういうこれまでにあったいくつかのことのうちのいくつかを同時にやろうとしてい
てその結果てんやわんや、みたいになってます、てんやわんやしてる人をはたから見てるのはおもしろいですね、でも
おもしろいだけじゃなくてすごいですよこれ、別々のこと同時に、身体はひとつなのに、意識もひとつだと思うんですけ
ど、やるのって、思ってることとやってることが別、やろうと思ってることと実際やれてることとが別、でもそれってすごく
大変だしそんなに長く続かないと思うんですよね実際問題ものすごく無理してる状態だとも思うし、だからそんな状態
はなんとか克服していこうということにどうしてもなっていくと思うんですけど、だからだと思うんですけどいくつもの
動きを同時にやっていててんやわんやだわという状態から、そのてんやわんやを「てんやわんや」というひとつのこと
としてやってる感じに変化してきていて、それはつまり、てんやわんや度が低下してきたということですね、それはしか
しごく自然な成り行きだと思いますよ、はい、そしてそうすると聞こえている音楽もいくつかの別々のリズムがそこにあ
るみたいにこれまでは聞こえてましたけどもうそうは聞こえなくてこれはひとつの音楽、曲、そしてひとつのリズムがこ
のひとつの曲の流れの中にあるというふうにこの曲も聞こえ方がわたし的にはもうかわってきているんですけれども、

体を左に向き直し　仮面の笑顔が消えていく　何かをじっと待っている　

後ろに大きく2歩下がり　客席向いてしゃがみこむ　ピタリと立って、向きを変え　
左を向いてしゃがみこむ　立ち上がったら、左に3歩　尻をかく　

立ち上がったら、後ろに3歩　左を向いて尻をつく　立ち上がったら、右向き1歩　
ピタっと止まる　右の奥へ4歩で下がる　ピタっと止まる　正面向いたら大きく3歩　ピタっと止ま
る　後ろに一歩踏み出すと　突然手足が暴れだす　リズムに合わなくなってくる　

顔はおでこにしわを寄せ、　俯き加減に困り顔　

全身使って、つんのめったりよろけたり　バランス崩して移動する　正面向いて、脚を◯◯わけ　

体が波打つ　縦横無尽に、行ったり来たり　いたるところでうごめく体　もたつきながら右に行き　

のたうつように前に出る　左に向かってヨタヨタと　右に向かってグラグラと　

のたうつように後ろに下がる　やっとのことで真ん中戻る　あっちにヨロヨロ、こっちにヨロヨロ　

思ったようにうごけない　苦しいけれど止められない　足の動きが鈍くなり　

動きたいのにうごけない　だけど動きは止められない　疲れてあんまり動けない　

動く範囲がせまくなり　動きが体に押し込まれ　だんだん体に集まって　体の中で揺れ動く　

体はまだまだ揺れ続け　動きは徐々にゆるやかに　上の方に集まって　上半身が波を打つ　

動きが顔に逃げてきて　唇左右、眉毛が上下　悲しい顔にも、苦しい顔にも　

顔のパーツが揺れ動き　徐々にだんだん収まって

「黙れ　待たれい　お前の名前の在り処が知りたいか？」　「いや～　別に～」

「跪け　貴様は既に我の手のひらで踊る虫　無い私と書き　無私　

搔きむしる体は空だ　しがない死が無い　無死　泣き虫　弱虫　怒り虫　

笑い虫　東　西　南　北　右　左　ピタリ　三度は言わんぞ　そう遠くは無い近くだ　

古井戸の中で狂いそうになるまで許しを乞うのだ　心の瞳と知覚の扉が開くまで」

 －　突如没落古井戸入れられ　来る日も来る日も苦しみもがき もずの鳴く声　
聴こゆる方角　遠ざく今昔　心拍音楽　

自作自演の四角四面をいざくり貫いて膝栗毛　人生輪廻の科学の真逆

曰く地殻の近くにて　振り回すゆいまーるユニバース　つじつまを合わす土踏まず　

心と地球は瓜二つ　それも　名も無きが故後先を見ずに憧れに焦がれ黄昏に削がれ　

囲われた過去に囚われの雇われよ　御免あそばせ　解けん　謎かけ　

所詮字名など後付けの言伝　朝ぼらけ宵まぐれたヨイトマケ　ちょいと待て　おいお前　

ぽいと放り投げるのはよせ　鳥の為に置いておけ　檻の中に閉じ込められた鬼を出せ　

恋をしよう　わざと我が名を取り逃せ～～　  －

音声ガイド
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10:30

あれ？ でも踊る人は今はもう音のこともしかしたらあんまり気にしてないかもですね、それよりも
カン、と鳴る音とその次のカン、と鳴る音のあいだの間と言いますか沈黙と言いますかそっちの
時間をすごす、みたいなすごしかたにもうなってるのかな、動きがもうなんていうのかな、精神的
といっちゃなんなんですけど、内省的というか、そう言ってもなんなんですけど、静かな感じ、抑

制が効いていて、すごく真摯に向き合ってる感じの身体の時間、シンシっていうのはジェントルマンじゃないで
すよ、すごく真剣にまじめに音とも向かい合ってるし、時間とも向かい合ってるし、空間ともですよね、向かい
合ってるし、自分の身体ともですよね、そしてたぶん思うんですけど今わたしこれまではそれで全然よかったと
思うんですけど、今はちょっともうこれだとぺらぺらしゃべりすぎなんじゃないかと思います、今の踊りとこれだ
と相性があまりにもよくなくて舞台上の踊りを殺してしまってる感じになってしまってるんで、はい、
両腕は軽く前に伸ばしてますね、
その状態で、膝をゆっくり曲げていきました、
この沈黙の中で、ゆっくり動く踊る人の、身体がですね、
（舌なめずりのような音）
時間をかけて、沈んでいくところです、これから、舞台の床に向かって、
沈んでいきます。沈んでいったあと、いったいどうなるのか、わかりませんね、
わからない世界にこれから行く、そのことの心構えは、できているでしょうか、
自問自答しているところかもしれません、
そして舞台の床の中に、溶けていく、仰向けになって寝そべって、動かなくなりました、
動いているのは今は、息をしているお腹だけが、小さく膨らんで、へこんで、
これまであんなふうにこんなふうに、動いていました。
でもこの先は、暗闇ですね、

頭の中で揺れている　気持ちの中で揺れている　視線の向こうで揺れている　

記憶の底で揺れている　ほとんど動きがなくなって　顔がゆっくり起き上がる　

両腕空気を抱きしめたまま　背筋がまっすぐ伸びた後　顔もゆっくり起き上がる

顔が少し下を向く　両腕前に空気を抱え　体がゆっくり沈み始める　両腕前に出したまま　

膝が曲がり　体の重心　ほんのわずかに沈み込む　お尻を出して空気椅子　ゆっくりと　

慎重に　確実に　沈み込んでいく　両腕はまだ前に　腰を沈めて　お尻がつきそう　

あと3センチ　慎重に　重心を傾け　バランスとって　あと5ミリ　片方の尻が床に触れる
重心を戻し　もう片方の尻も床に　重心が、後ろに移る　仰向けで　

赤ん坊のように丸くなり　両手は空を掴み　両足上げて　いつしか眼は閉じ　天を仰ぎ　

頭が倒れ　手が倒れ　ついにすべてが　力尽き　横たわる　胸が上下し　

呼吸が整っていく　ゆっくりと、光が落ちていき　暗くなる

何じゃもんじゃこりゃおりゃ　どうなったんだ　ドナドナドーナ　もやもや靄のかかった心の開かずの
ドアが開いてドーナツの様にぽっかりどっかに忘れた想いがどっさり溢れてとっさに閃めく
親から貰った名無しの魂粉々に砕け散ってく私　大さじ小さじミクロとマクロが幾度となく
ジグゾーパズルの記憶の断片なぞって三編廻って元の地球　この後に及んでもう何も無い幸か不幸か

攻略本なし人生とは本来文無し同じ空見上げる兄弟　どうやら終わりの来ない永遠の答案用紙解なし
もうかりまっか？勝敗も無い大なり小なり皆どっかが足りない　取っ掛かりの無いとっから始まり
寄っかかっては持ちつ持たれつ名も無き魂たちがごった返す　銀河系のオンパレード　
しょっぱなどタマからケツまでおっかなビックリ仰天ほったらかすなや勿体無い　こっから出て行くための答え　
母胎からぬらり　ひょんな名前の付く手前の世界　一人で二人の　得体
出たり　出たり　入ったり　入ったり　寝たり　寝たり　起きたり　起きたり　閉じたり　閉じたり　
開いたり　開いたり　拾ったり　拾ったり　置き去り　お ・ き ・ ざ  ・ り
月の海の凹凸と表面張力の上をブイの様に浮き沈み（ひっひっふー　生きる）
行ったり　行ったり　来たり　来たり （ひっひっふー　生きる　ひっひっふー　生きる）
何処へにも行かず　此処で　踊って（ひっひっふー　生きる　ひっひっふー　生きる）
音で　音で　観たり　観たり（ひっひっふー　生きる　ひっひっふー　生きる）
心で　直に　触れて　みたい（ひっひっふー　生きる　ひっひっふー　生きる）
おしまいと　おしまいと　はじまりの在り処に（ひっひっふ ー）
「おや　おや？　親　親　親　親、、、。」
おぎゃー　おぎゃー　おぎゃー　おぎゃー　おぎゃー　おぎゃー　おぎゃー　おぎゃー　おぎゃー　
おぎゃー　おぎゃー　おぎゃー　おぎゃー　おぎゃー　おぎゃー　おぎゃー　
「何ていう名前にしようか？」　「そうねえ～。。」

1

音声ガイド

2

音声ガイド

3

音声ガイド

Audio Guide



4544 Prologue 2

初回は、ダンス批評を行う木村覚さんとダンサーの神村恵さんを招いて

行った。動きの説明を中心に、情報保障的な観点からつくられた昨年の音

声ガイド2に欠けていた、捩子さんのダンスの背景や文脈を専門的な見地

から理解するためだった。

まず昨年のガイド2を振り返り、ざっくばらんに意見を出し合う。「映像で

はなく生のダンスを目の前にした時にまだまだ情報は削れるのでは」「どう

すれば「感動」を伝えられるガイドになるのか？」「情報よりも“グルーヴ感”

が重要」「リズム感が決定的に欠落している」「情報保障の観点だけでなく作

家性も必要では」など、メンバー間でさまざまな改善点が挙げられた。

神村さんからは、捩子さんの体はいろんなところがバラバラに動くマリオ

ネット的な面白さがあることや体の動かし方の特徴など、自身の体やダン

スと比較して説明をして頂いた。場面の切り替わりや正面性など、昨年の

ガイドが伝えられていなかった点についても指摘を頂いた。

木村さんからは、ダンスを見る時に自身が見ているのは状況ではなく、ダ

ンサーからの仕掛けや狙い、ダンサーと観客の関係性（木村さんいわく

“what”ではなく、“how”や“why”）であることが語られた。さらに、捩子さん

のダンスに見られる舞踏の系譜とその考え方や特徴について解説して頂い

た。最後に、木村さんと神村さんによる捩子さんのダンスの実況も行われ、

昨年の研究会にはなかった視点や意見がもたらされた回となった。

「黙せる奇人が目の前にいるわけです。普通は興味を持てないですよね。で

も、だからこそ、うまく誘惑してくれるなら、その捩子ぴじんという変わり

者にもっと興味を持ちたい、わかりたいと思うようになる。音楽にしても、

興味を持てない音楽はたくさんあって、興味は持ちにくいけれどちゃんと

仕掛けがあって面白いと思えるものはやっぱりあると思う。グルーヴとか、

リズムとかっていうのは、僕なりに言い換えると、「誘惑」とか、「仕掛け」、

そういうものだったりするんです。」─木村

「捩子さんの体ってマリオネット的というか、体がひょろ長くて、ばらばら

にぶら下がって動いているようなところが全体的な面白さとしてあります。

めちゃくちゃに動き回っているわけじゃないけれど、細かい動きの中でも、

肘が伸びて、今度は肘の先が伸びて、という一般的に予想しやすい、理にか

なった動きに見えて、結構ばらばらにいろんなところが動いている。普通

やるような動作からいくと順序が細かく入れ替わったり、普通じゃやらな

いような力の入れ方が挟まれていたり、体の統一感がありそうでないみた

いな、アンバランスな感じがずっとあるんです。」─神村

7
月
5
日
（
木
）
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昨年は、ダンスを踊る捩子ぴじんと音声ガイドをつくるチームが同じ場を

共有しながら進められた研究会。視覚に障害のある参加者は、捩子から振

付を学ぶチームと、音声ガイドのモニターをするチームに分かれ、それぞ

れのやり方で捩子のダンスに触れていった。研究会が始まった段階ではま

だ振付が完全に固まっていなかったこともあり、振付をつくりながら音声

ガイドの作成も進め、その結果互いに影響を与え合いながら完成に向かっ

ていったのが特徴だったと言えるだろう。

今年は昨年と同じ振付で行うこととしたため、ダンスを踊る捩子ぴじんは

経過は共有するものの研究会に同席することはなく、音声ガイド作成に特

化した研究会のみを運営することとなった。そしていつしか研究会はメン

バーの中途失明者三名（岡野宏治さん、金子聡さん、難波創太さん）が他の

晴眼者のメンバーを率いる形で展開していった。

リズムや言語／非言語、音声ガイド以外の音の要素の探求など、さまざま

な論点が出され紆余曲折したそのプロセスを追うと共に、音声ガイドを超

えて「音で観る」ことに迫ろうとした今年の研究会の音声ガイドについて、

参加メンバーによる座談会と併せて振り返りたい。

研究会メンバー：岡野宏治、加藤和也、金子聡、川嶋亜由美、

小林桂子、田保橋建、難波創太、日夏ユタカ、平塚千穂子

文：田中みゆき（キュレーター、本プロジェクト企画）

音で観るダンス研究日誌

Research Summary
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３回目は、前回に檀鼓太郎さんが披露した擬音の音声ガイドを振り返る

ところから始めた。檀さんのつけた擬音に対して、「（捩子さんの）ダンスの

質感とは違う」という意見が晴眼者と視覚障害者両者から出ていたためだ。

しかし話し合う中で、言葉の選択をきちんとすれば確実に動きがイメージ

しやすいし、頭に直接入ってくるものとして他に代替する表現方法がない

くらい有効ではないかという意見が中途失明の三人からあった。

その日は、昨年の音声ガイド1と異なるスタンスから、捩子さんがダン

サーとしてより客観的に自身の体を解説した音声ガイドも共有された。晴

眼者からは、見えていても“見えて”いなかった筋肉の使い方などを知るこ

とができ、まさに「音で観た」感じがしたという反応があった一方で、中途

失明の三人からは、わかりやすく解説されているものの、昨年と違って心

情が見えない点が物足りないという声や、リズム感が消えてしまったとい

う声が挙げられた。晴眼者と視覚障害者でダンスを楽しむ感覚が異なる点

があることがわかった。

この日は各自が書いた音声ガイドを持ち寄り、共有した。難波さんからは、

リズムを意識し、五七五調の言葉を保った音声ガイドが共有された。それ

を聞き、「聞いてて脳が困る場面があまりなかった」と岡野さん。そんな難

波さんの原稿を軸に、擬音を入れて、必要な箇所に捩子さんによる解説を

入れるのが良いのではないかという結論が出る。同時に難波さんからは、

タイムライン上に言葉とは別にしおりのように機能する効果音があれば、

ダンスを感じる新たな手掛かりを得られるのではないかという提案がなさ

れた。音の“しおり”も、擬音と同じく、言葉とは違う方向から脳に入って

くる音として有効ではということだった。

（捩子さんによるダンサーとしての解説ガイドより抜粋）

足裏から頭のてっぺんまで小石が積み重なっていくイメージで／柔らかな

水性の体内が固まっていくように、内側に力を圧縮していく／と、リリー

ス／これまで足裏から床に落ちていた重さが、今度は下から上へ、上から

下へ、体の中を行ったり来たりする／流れの道筋を細かくつくっていく／

足裏、かかと、土踏まず、指の腹だけではなく、もっと足裏を細かく／通り

道を細かくたくさんつくることによって、体の表面や関節もこれまでより

自在に動く／体の中を通り抜けていくエネルギーに動かされているように

と、突然意識的なステップ1エイト／カウントを数えながら、音に合わせ

てステップしようとしてステップ／今度はリズムを踏み外すように、ギク

シャクした体の動きがリズムに作用するように

セッション1でも話題に上がったバリアフリー活弁士の檀鼓太郎さんをゲ

ストに行った研究会２回目。400本以上の映画の音声ガイドをライブで行

うだけでなく、演劇やコンサート、最近ではプロレスの音声ガイドまでこ

なすという檀さんは、台本を書かず即興でガイドを行う。舞台俳優だった

経験を生かし、演じている人と同じ気持ちになって話すことを心掛けてい

るという檀さんは、ダンサーが体を使って言葉以外のもので訴えようとし

ている「中身」が伝わらないことには、踊っている意味がないと話す。また、

テレビのスタッフをやっていた際に感じた現場の熱や思いを踏まえ、相手

が映像でも淡々と言わずに、とにかく熱を込めるところからスタートした

という。「最初から見えたことを伝えたいという気持ちがあって言葉が出

てくるので、感情が伝わりやすいのでは」と自身のガイドを分析する。

そもそも檀さんが音声ガイドを始めたのは、視覚障害者の方のための副音

声という意識からではなく、パントマイムで行われた音楽劇の語りと演出

を一人で行ったことがきっかけだった。言葉と音楽だけで聞いている人の

頭の中に立体的にイメージを広げてもらうことを考えていた時にシティ・

ライツの活動に出会い、音声ガイドに携わるようになった。

そんな檀さんに、捩子さんのダンスに即興でガイドをつけて頂いた。「言葉

がダンスする感じ」を心がけたという檀さんのガイドは、「擬音」を使った

ものだった。それは、ダンスを表現するには、「声を使った表現で踊れない

と駄目」という考えから、単語（の意味）に頼った形ではない表現力を追求

した結果、導き出されたものだった。メンバーは意外なアプローチに驚き

や興奮などさまざまに反応し、その後も「擬音」は研究会の中で大きなキー

ワードとなっていった。

「音声ガイドはどれだけ入れられるかじゃなくて、どこまで捨てられるか

です。本当にこれを捨てたら何も伝わらない、これなかったら迷うよねっ

ていう目印だけは残す。道案内する時に、途中にどんなお店があるかはも

う放っといて、曲がり角だけ教えればいいじゃないですか。そういうこと

です。ただ、その曲がり角までがちょっと遠いから、途中で合ってるのか不

安になるかもしれない。真っすぐって言ったけど、ちょっと不安になるか

もしれない。そこで、『途中で何屋さんがあるので、こんな声が聞こえてき

たら、それはまだ途中ですからね』とか、そう言っておくと、『これだな、こ

れよりまだ先でいいんだな』と思いながら、また進む。見えない人の感覚で、

その距離感であったり、これくらいだと不安にならないかなというのを想

像できているかどうかかなと思います。」─檀
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この研究会を進めるにあたり、根本的な課題があった。それは、見える人と

見えない人が一緒に音声ガイドをつくる際の共有方法だった。つまり、見

える人が原稿としてガイドを書いても、見えない人は読むことができない。

そうすると、本人が読むにしろ、代わりに誰かが読むにしろ、声に出すと

いう工程が発生し、読み方が頭に浮かべるイメージに少なからず影響を与

える。逆も然りで、見えない人が書く場合、音から発想し原稿に起こすた

め、それを原稿として共有しても見える人は映像と参照しないと判断でき

ず、また見える人が映像に合わせて代わりに読むとすると、見えない人が

イメージしていた読まれ方で読まれない場合もある。

５回目と録音はシネマ・チュプキ・タバタを拠点に、平塚さんが音声ガイド

編集ソフトを操作し、原稿を直す度に音で確認しながら調整していく作業

に入った。

この日メンバーを驚かせたのは、何と言っても捩子さんによる擬音だった。

メンバー、特に中途失明の3人からは「作品として成立している」という声

も上がるほどインパクトの大きいものだった。もうひとつ以前話題となっ

た効果音として難波さんから提案が出たのは、ペットボトルに入った水を

振った音だった。昨年の捩子さんによる音声ガイド1で体を「水袋」に例え

る表現が出てきたこともあったが、動きの変化が水の音の変化でわかると

いう意図が大きくあった。その後もどうすれば体を想像させる水の音をつ

くれるのか、録音ギリギリまでそれぞれに探求が進められた。

結果、難波さんの音声ガイド原稿に捩子さんの擬音、水の音、そして可能な

限り会場で拾える捩子さんの足音や息遣いなどの生音を入れるという研究

会のガイドの方向性が固まった。

「かつて私がダンスを目で観た時に感動した要素の多くは、ダンサーの身

体の動きや身体や手足の形で表現された、言葉ではとらえられないシンボ

リックな情報でした。ダンサーの手の微妙な動きや、身体全体で表現され

た「何か」にものすごく感動した経験があります。視覚情報がないと、それ

らのシンボリックな情報はほとんど伝わりません。私はこの点が、特にコ

ンテンポラリーダンスの音声ガイドの難しい点だと思っています。効果音

がいいなと思ったのは、視覚情報としてシンボリックな情報とは全然違う、

ダンスの内容をシンボリックに表した音という新たな情報として頭の中に

入ってくるものとなるのではないかと思うからです。」─岡野

この日は、難波さんがつくった音声ガイド原稿に、捩子さんの解説文と擬

音をどのようなバランスで加えるか、試行錯誤した。情報量や情報の種類、

タイミングなど、どのようにすれば聴きやすく、どこを超えてしまうと聴

く方が処理できなくなってしまうかを試していった。さらに音声ガイドと

解説の両方を男性が読むと聞き分けづらいので、男女に分け、もうひとつ

重ねるなら合成音声が良いのではなど、原稿の書き方以外の伝え方の部分

にも議論は及んだ。

岡野さんからは、踊りの流れや場面が変わるところがあることを晴眼者の

家族と映像を観ていて指摘されたが、音声ガイドを聴いていてもそれがど

こかわからないという意見があった。「音楽を頼りにするといくつか分か

れているのはわかるが、それがダンスの流れと連動しているのか知りた

い」と難波さん。金子さんは捩子さんのつくった昨年の音声ガイド1をも

とにストーリーとして想像していた。そこで最初から全体の流れを全員で

たどることになった。

この日は、6月3日に行ったデモンストレーション版（p.32）を制作する際

に録音した、捩子さんが踊る際の足音や息遣いの音を映像とともに再生し

た。それは中途失明の三人にとって大きな音の手掛かりになるという意見

があり、擬音が要らなくなる可能性も再考していい情報量だという議論が

起こる。

「解説と説明と擬音、3つのパートに分けた状態で考えると、擬音が一番に

なることってほとんどないわけじゃない？だけど、例えば『水袋』の“ぼ

しゃっ”という擬音ひとつで、捩子さんが表現したことをある意味表して

ると思うんです。だから一つや二つ強調されていい擬音があると僕は思

う。」─金子

「檀さんがやってくれたときの擬音って、ダンスの時間軸とすごくイメー

ジが合ってたんですよ。それをぼそぼそと言うぐらいなら、説明の部分に

入れちゃってもいいぐらい。ダンスが流れの時間軸の中の芸術ということ

を入れたいとしたら、バックに入れるのでもいいんだけど、音のリズムが

重要。捩子さんの踊ってる時の足音を聴いたら、こんなに暴力的な音なの

かと感じました。暴力性があるんですよね、ダンスってすごく。生物的と

いうか。そういったものが音に含まれると、捩子さんのダンスが表現でき

るんじゃないかなと思うんです。」─難波
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５回の研究会を経て出来上がった音声ガイド２は、動きの説明をするガイ

ドに捩子ぴじんによる擬音のガイド、水の入ったペットボトルを振って出

る水の音と捩子の足音や息遣いを混ぜ合わせるという複雑な形で完成し

た。そこからもわかる通り、中途失明の三人を中心に進められた研究会で

は、ダンスを伝える要素を探るべく、さまざまな実験が行われた。本番後に

行われたこの座談会では、上演や研究会を振り返りながら、ダンスを音で

伝えるための今後の方向性について議論を進めた。

［参加メンバー］

岡野宏治 鍼灸・マッサージ師

加藤和也 FAIFAI

小林桂子  

難波創太 ボディケア・キッチンるくぜん代表

日夏ユタカ フリーライター

平塚千穂子 バリアフリー映画鑑賞推進団体シティ・ライツ代表

［進行］

田中みゆき キュレーター／本プロジェクト企画

［オブザーバー］

澤藤 歩  KAAT神奈川芸術劇場

音声ガイドと音声作品の違い

田中｜去年の3種類の音声ガイドはだいぶ手

堅いところを押さえたつもりで、手応えもあ

りました。じゃあ二年目は何をしようという

時に、敢えて去年やらなかったことをやろう

と思いました。

　1と3に関しては、作品と音声ガイドの線

引きを試してみたかった部分があります。ガ

イド2は、まだ課題はあるにせよ、いわゆる

情報保障的な観点からつくった去年のガイド

2よりも面白かったとは思います。ただ、正

直これからどこにいけばいいのだろうという

気持ちはあるし、見えているものとどれぐら

いすり合わせる必要があるかが見えなくなっ

たのは感じました。要素を絞ったとしてそれ

が良いガイドになるのかというと、そもそも

スタンスが違うような気もします。

　今年の研究会は、一回目に木村覚さんと神

村恵さんに解説してもらったり、二回目で檀

鼓太郎さんが擬音のガイドをやってみせてく

れたり、重要な議論やトピックは出尽くした

感じはありますが、そこから結論をどう導き

出すかがすごく難しいと感じています。皆さ

ん本番で3種類の音声ガイドを聴いて、どう

思われましたか。

難波｜本番では音声ガイド1、2、3と順番に

聴きました。僕は明暗は関係ないので順番に

聞いたのですが、明るい時に聞いたのが多分

ガイド2です。ガイド3は面白かったですね。

作品として深くて、表現をして生きている

人は完成度がやはり違うなと。あれは音声ガ

イドかという話もあると思うのですが、この

『音で観るダンス』に関しては、それよりも面

白さの方が大事なんじゃないかと思うんです。

ひとつの表現手段というか、作品として。ガ

イド3は捩子さんのダンスにぶつける作品と

してどう楽しめるかという意味においては本

当に突き抜けていて、去年よりもさらに境界

線を超えてすごく面白かった。

　ガイド2に関しては、僕も深く関わって、

自分がこうしてほしいというものに近づいた

と思ってはいます。だからすごく自信を持っ

て送り出したのですが、要素を盛り過ぎたと

いうのはありますね。どこを主題にするかを

もう少し決めて、そのおまけとして他のもの

を入れるという構成にした方がよかった。僕

は捩子さんの擬音が中心だと思っていたの

で、そこを生かして、水の音はもう少し抑え

て、こそこそと音声を流すぐらいでもよかっ

た。最終的にはやはり自分が見えない分、答

えを出せないところがすごく歯がゆかったの

はありました。

田中｜それはやはり見えているものに近づけ

たいということですか。

難波｜見えているものとどう響き合わせるか

ということだと思うんです。合わせるにしろ

合わせないにしろ、関連性を持たせるうえで、

動きに対してどういう言葉を付けるかという

ことが一番大事だと思います。そこをもっと

こだわるべきだったなと他の二つのガイドを

聞いてさらに強く思いました。

加藤｜去年は楽屋で音声ガイドをライブでつ

けていたので、生では初めて観ました。やっ

DISCUSSION
研究会座談会
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ぱり情報量が全然違って、その場で観るとい

うのは改めていいなと思いました。ガイド1

と3は新しい表現になっていると思います。

ガイド1はそのまま音声ガイドとしても使え

ると思いますが、捩子くんと岡田さんが2人

でダンスとテキストで作品をつくりました、

という新しい表現として提示する方法もある。

いろんな音声ガイドを付ける選択肢があるな

と思いました。

岡野｜僕は1、2、3の順番でザッピングせず

に聴きました。1と3はパフォーマンスとし

ての完成度がすごく高いと思いました。志人

さんの声と捩子さんのダンスのリズムがほぼ

完璧に合っていて驚愕しました。

　バリアフリーというのは、映画なら映画、ス

ポーツならスポーツを、自分が障害を持って

いることをストレスを感じずに楽しめるとい

うことだと思っています。その意味では、1と

3はバリアフリー。2もできるだけのことをみ

んなで考えてすごく頑張った。でも捩子さん

のダンスを見えていた時に近いように楽しめ

たかというと、そこにはまだすごく開きがある。

田中｜情報保障としてつくってないという

のはすごく大きいところで、あと情報保障と

しては去年のガイド2である程度クリアし

たと思っています。そこで、岡野さんがおっ

しゃった、「別にあれを聴いて、もう一度ダン

スを観に行きたくはならない」という指摘が

あって、今回のいろんな方向性が出てきたと

いうのはあります。ただ、やはり中途失明の

人たちが中心につくったということで、見え

ているものとのすり合わせみたいなことがど

うしても外せなかったというのが大きいとは

思います。

岡野｜ダンスの音声ガイドの僕なりのゴー

ルは、何でもいいから鑑賞していて「わっ」と

思う瞬間があること。見えていた時もそうで

したが、意味なんか全然分からないけどすご

く感動したとか、よく分からないけど、「すご

い！」と感じられるもの。どんな方法でもい

いから、それを味わわせて欲しい。

日夏｜言葉による音声ガイドをつくるので

あれば、みんながダンスをより言葉で語れる

ようになった段階でないと厳しいのかもしれ

ないですね。要するに、捩子さんのダンスの

核みたいなものをもう少し定めてからの方が、

つくるときのぶつかりもまた違ったものにな

るかもしれない。そこはダンスに何を求めて

いるかという話に戻っていきますね。

澤藤｜もともと正解が出るものじゃないと

いうのは分かっているし、特にコンテンポラ

リーダンス自体が割と正解がなく、観る人そ

れぞれの感性で見ればいいというふうに間

口を広く取っているダンスなので、なおさら

何か定義される、もしくは言葉で制約される

というのを嫌がるダンサーもいるのかなとは

思います。それに作品として観るのか、それ

ともいわゆる音声ガイドの観点から観るのか、

いろいろな見方、立ち位置がありますね。

平塚｜ガイド3は本当に皆さんおっしゃる通

りすごかったです。ひとつの完成した作品と

いうか。ガイド2は厳しめに聴くと、とにか

く映像を相手につくってしまったことを残

念に思いました。ダンスってやはり生ものな

んだということをまざまざと見せつけられた。

あそこまで研究したのだから、私たちもライ

ブでやればよかったですね。

田中｜捩子さんの踊る音を頼りにということ

ですね。

平塚｜捩子さんの生のダンスに合わせてや

れたら良かった。捩子さんが発する擬音が私

たちの中心軸だったじゃないですか。あれが

捩子さんの当日のダンスから発した擬音では

ないという違和感というか、別のものに合わ

せているというのがもったいなかった。あの

場で捩子さんが擬音を発しながらやってくれ

ていたら、また別のものになったのかなとは

すごく感じました。

日夏｜僕は一回目と二回目は2列目で観てい

たのですが、研究会のみんなが前の方にいた

のに気づいて、3回目だけ一番後ろで岡田さ

んのガイドを聴きながら観ました。ガイド2

は、やはりちょっと厳しいと感じました。特

にラジオを通してあのイヤホンで聴くと、音

自体が辛い。会場の大きさに対していろんな

音の力が足りないなと感じました。

去年も実際に観ているし、その場の雰囲気は

知っているはずなのに、こんなに違ったんだ

なと。情報量に関しては、途中で見えない三

人がもっと情報を入れたいという方向に舵を

取ったので、自分としてはそれでいいだろう

と思いました。これは見える／見えないの話

ではないと思いますが、僕は情報は少ない方

がいいです。それは見えているから必要とし

ていないのだろうと言われてしまうと、少し

抵抗があります。そういう意味で、やっぱり

岡田さんのガイド１が一番しっくり来ました

ね。それは作品自体の力かもしれない。

田中｜あれも結構言葉は多いじゃないですか。

日夏｜でも全然気にならなかったです。実際

に演劇では普通にあのくらいの量は脳は処理

しているし。

田中｜演劇として観たということですか。

日夏｜そうかもしれないですね。ラジオドラ

マではない、演劇というか、舞台作品として

観たのかもしれないです。でも、終わった後

に（研究会メンバーの）金子さんに「岡田さん

のが一番良かったです」と言ったら、金子さ

んは「でも、あれは踊れないじゃん」と言って

いました。僕は一番踊れましたね。僕は演劇

を見ている時も結構体が動くんです。台詞で

体が動くというのはあるし、ダンスも音楽が

なくても体の動きを見て動く時がある。岡田

さんの言葉は人の体を動かすものだったなと

は思いました。

平塚｜それには少し違和感を感じます。客観

視して眺めながら言っているようなあの距離

感のガイドで踊れるとは思わない。ガイド3

も動きにすごく合った言葉を当てていたけれ

ど、音感的なものだった。あのダンスをその

場で解説していると一番感じられるのが岡田

さんのガイド1だったので、馴染みがよかっ
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たのだろうとは思います。

日夏｜あの引いた目線と僕が客席の一番後

ろで聴いたというのが合ってたのかも。例え

ば、野外フェスとかで、最前列とかでなく、後

ろの方でビールを飲みながら見ている感じ。

でも、踊れるじゃないですか。その感じかも

しれない。踊るといっても、前で手を振り上

げてという感じではない。踊るということの

意味合いが多分違いますね。

従来の映画の音声ガイドを超えた表現

平塚｜それは映画の音声ガイドの方針でも

あります。その世界に入り込んで、主人公に

感情移入して、一緒に生きているように観る

タイプと、引いて客観的に全体像を見ている

ようなタイプがいる。それによって言葉の使

い方も変わってきます。

田中｜それは映画によって、バランスを決め

るのですか。つくるメンバーによってですか。

平塚｜私は映画の中にそれだけ入り込める

のは視覚的なフレームなどにとらわれないか

らだと思うので面白いなと思っていて、そち

ら寄りでつくったり、その面白さを伝えたり

します。でもカメラワークには合わせる。カ

メラが引いていれば、ガイドも引くべきとい

う感じです。

田中｜映画の方法論だと、なるべく言葉を少

なくして、ダンスの場合は台詞はないですが、

音声ガイドの音はいくつも重ねないとか、そ

ういうふうになると思います。それに対して

平塚さんは今回研究会に関わってもらって、

どう思われましたか。

平塚｜私は今回映画の音声ガイドと比べて

はあまり考えてなかったです。むしろ映画で

はやらない実験をどんどんやったほうがいい

と思っていました。行ったり来たり、かなり

のプロセスを経てこうなったじゃないですか。

檀さんにも来てもらったり、実況解説の方の

お話を聞いたり。捩子さんに実況してもらっ

たバージョンもあったでしょう。擬音はリズ

ム感やグルーブ感という意味では手掛かりに

なるけれど、どういう動きをしているかは去

年のガイドには敵わないということで、そう

いう情報も入れたり。それは別に映画のセオ

リーに則ってという感じではなかったですね。

ゼロからつくっている感じ。

田中｜映画の音声ガイドとダンスの音声ガ

イドは違うものだと思いますか。

平塚｜違うと思います。ガイド1や3も面白

いと思えてしまうわけですよね。それが捩子

さんのダンスに本当に合っているのかは置

いておいて、いかようにもバリエーションは

増やせると思いました。それだけ面白い試み

だったとも言える。

加藤｜平塚さんに聞いてみたかったのです

が、映画は台詞があるからとっかかりがある

と思うのですが、台詞がない映画にもガイド

をつくることはありますか。

平塚｜『LISTEN リッスン』という、聴覚障害

者の音楽を表現したドキュメンタリー映画が

あって、今年のセッションでも監督の牧原依

里さんに来てもらいましたよね。視覚障害者

の人に聞いたら、耳が聴こえない人たちが音

楽をどう感じているかはすごく興味があるか

ら知りたいという声があって、映像もあった

し、映っているものを言葉にすることはでき

ると思った。ただ、映画自体が音楽を表現し

ているダンス的な表現だったんですよね。例

えば、気持ちがだんだん通じ合っていく様子

を男女が手の絡み合いだけで表現したり、感

情を体で表現したりということなのですが、

それを言葉にすることを牧原さんは望まな

かった。

田中｜あえて音声ガイドは付けませんとい

うスタンスでしたよね。音声ガイドを付ける

ことができる映画だとそもそも思っていない

し、聴こえる人があれに音声ガイドを付ける

ことに意味を感じていないということでした。

平塚｜それもすごく分かるんです。言葉っ

てやっぱり記号でしかないから、その言葉に

対する印象ってみんな同じではない。どうし

たって言葉をはめ込むことは、勝手な想像

にはなってしまう。だから、まだ台詞や文脈

があるものではなく、ダンス的なもので表

現しているものに対しては、言葉よりも音な

んじゃないかと私たちも思いました。もし

『LISTEN リッスン』に音声ガイドを付けら

れるなら、そういう音の表現みたいなことを

冒険でやってみようとは考えました。

加藤｜先ほど質問した意図は、映画がバリア

フリーとして感じられるのは、台詞やストー

リーがあるからかなと思ったんです。でも台

詞がなく、例えば深海の映像だけが延々と流

れているという映画があった場合、それに音

声ガイドを付けたらバリアフリーとして感じ

られるのか。その問題はダンスに音声ガイド

を付けたらバリアフリーとして感じられるか

という問題に近いのかなと思いました。

平塚｜先天盲の人で色を見たことがなくて

も、生まれてからこれまでの間に知識で色の

概念を持っているというのはあるじゃないで

すか。風景にしても、実際に見たことはなく

ても、知識や経験、実際に自分が感じた空気

とか、そういうものを総動員して想像すると

思うんです。ダンスの場合は、社交ダンスに

しろ何にしろ、先天盲でも踊ったことがあっ

たり、ダンスという概念があれば、ダンスを

感じることは無理なことではないと思います。

ニュートラルではない音声ガイドの方向性

小林｜このプロジェクトが複雑なのは、対象

が微妙だからだと思います。一般の人、見え

ている人も、見えてない人も聴く。見えてな

い人も最初から見えてない人と、途中から見

えてない人、見え方にもグラデーションがあ

る。それはどこかに定めないとつくりようが

ないとは正直思いました。

田中｜そもそも同じ「見えない」と言っても、

金子さんと難波さん、岡野さんでもまったく
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という話をされてましたね。

岡野｜あの時初めてダンスのグルーヴとい

うか、エネルギーがぐっと動く感じが分かっ

たんです。今まであんなのは味わったことな

かった。『雨に唄えば』の音楽も付いて分かり

やすいというのもありますが、檀さんがダン

スの盛り上がりと一緒に声も大きくしたり、

すごく上手かった。足で拍子を取っちゃうぐ

らい楽しいと思えました。コンテンポラリー

ダンスでそれができるのかというと話は別な

んだけども、何でもいいからこういう感じが

あるといいのにと思ったんですよね。

田中｜その時に手話通訳の方が檀さんの音

声ガイドを手話でもやられて、すごく盛り上

がったんですよね。あの手話を聴覚障害のあ

る参加者が楽しんでいた様子と岡野さんが檀

さんのガイドを楽しんでいた感じは近い気が

しました。両方共、何も解説や通訳はしてな

いんです。映画の登場人物としてステップす

る様子を声と手で表すという演技でした。

平塚｜檀さんだって、あの音声ガイドは一発

録りではできなくて、三テイク、四テイクや

るのですが、役者になりきってほぼ踊りなが

らやっています。それを応用したら、コンテ

ンポラリーダンスを踊れる人がガイドをやる

というのもあるかもしれないですね。

鑑賞体験とVR

田中｜捩子さんとは、今年の音声ガイドはダ

ンスがなくても成立する、VRのようなもの

になったという話をしました。（p.60-67）特

にガイド2は足音まで入れて、擬音も入って、

そうするともはやダンスはなくていい。音声

ガイドとしては良くなったのかもしれないけ

ど、ダンスを観る音声ガイドとしては違うの

ではないかと。それもあってか、今年の捩子

さんのダンスからわたしは存在感を示そうと

いう意識を感じました。

難波｜最近、見えない人とどうスポーツを鑑

賞できるのかという実験を伊藤亜紗先生と

やったんです。その中でもすごく面白かった

のは、空手の演武を僕にどう伝えるのかとい

うものでした。

田中｜去年このプロジェクトのワークショッ

プでも少しやりましたね。

難波｜やりましたよね。空手を言葉で説明し

ようとすると、全然言葉が追いつかない。今

回は、見える有段者の人と僕とで布の端と端

を持って、有段者の人が演武を見ながら同じ

動きをしたんです。すると、なぜ空手の演武

というものがあるのか分かるぐらい伝わっ

たんです。見えてた頃も分からなかったのに。

スピードも、型のメリハリも分かる。あれは

衝撃的でした。柔道でもやったのですが、2

人の見える人が同じ布を持って、試合を見な

がら掴んだり離したりするんです。その間を

僕が持ったのですが、そこに攻防があるんで

すよね。柔道の醍醐味ってフェイントをかけ

たりとか、いかに相手を崩すかがすごく大事

と言うことが、見えてた頃よりもダイレクト

スタンスが違いますよね。金子さんはとにか

く踊りたい人だし、岡野さんはどちらかとい

うと観ていたい人ですよね。

岡野｜そうですね。金子さんは最終的には

自分が踊るしかないというスタンスだから。

僕はそうでもない。「見えてた頃にすげえと

思ったあれがなんで味わえないんだよ」とい

うのが、すごくもどかしい。

田中｜難波さんはそのどちらでもなく、つく

ること自体が楽しいという印象があります。

難波｜そうですね。それに夢中になって踏

み越えてしまって、自分でちょっとぶち壊し

ちゃったなというか。音声ガイドをつくるに

あたって、自分が見えないという壁がある分、

誰かに委ねなければいけないのですが、それ

ができなかった。最後にすり合わせの部分を

もっとやりたかったです。

平塚｜でも、「体は水袋」ということから発

想して、ボシャボシャというあの音の質感を

研究して、いろんな実験を経て水をただ振る

よりも油のほうが人間の内臓とかを含んだ液

体っぽいと発見したり。そういうのは研究会

ならでは、視覚障害者ならではの発想でした

よね。

田中｜それにしても、みなさんなぜ擬音にあ

んなに反応したんですかね。

岡野｜無意識か分からないけど、言葉で切り

取ることに限界を感じているところに、あの

何かよく分からないけどすごく情報量のある

音声ガイドが来たので、おおっと思いました。

画期的な感じがしたんですよね。

平塚｜リズムがそのまま伝わりますからね。

日夏｜捩子さんの擬音には作品のクオリ

ティー的な部分ですがっちゃったところもあ

りますね。

田中｜やっぱりダンスの音声ガイドには作

家性が必要なんだなというのは感じます。

ニュートラルな音声ガイドというものは成り

立たないというか、福祉的な情報保障として

は成り立つかもしれないけれど、ダンスを楽し

むものとしては成り立たないんじゃないかと

いうことを、少なくともこの二年で感じました。

日夏｜早めのうちにちゃんとやりたかった

のは、ダンスの質感をみんながどう感じてい

るか共有することですね。

田中｜檀さんがやってくれた擬音のガイド

は捩子さんの踊りの質感とは少し違った。と

すると捩子さんの踊りはどう表せばいいんだ

ろうと言う話題にはなりましたよね。でも結

局その踊りがどういう動きなのか分からない

と質感も何もないということになって、説明

に戻るうちに捩子さんから擬音の提案が出て

きて、そっちに食いついてしまったというの

はありますね。

　もうひとつ、『LISTEN リッスン』の牧原

さんをお招きしたセッションで、岡野さんが

『雨に唄えば』の檀さんの音声ガイドがすごい
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に伝わってきました。今回のスポーツは限定

的なものだけど、例えばダンス観賞にしても、

もっと違う方法があるのかもしれない。

田中｜例えば、観客に振動デバイスを持っ

てもらって、ダンサーが跳んだら振動すると

いったことはすぐできると思うのですが、そ

うなると本当にVRになってしまう。あくま

でシンプルなデバイスで、本当に音だけとい

うことにはこだわっていきたいと思うんです。

ただ、最初に同じ会場で捩子さんが踊るのを

全員で聴く時間を設けるべきだったなとはす

ごく思いました。ずっと映像を観て音声ガイ

ドをつくっていたから、そこが最後までネッ

クになったと感じましたね。視覚以外で感じ

取れる情報を予め得るというのも、視覚を使

わない人が主体となってつくる場合は重要だ

なと思いました。

　岡野さんには6月3日（p.32）に体験しても

らった、鑑賞者の体の位置や向きによってダ

ンサーの足音や体の音が違って聴こえるよう

な音の配置の工夫にはまだ可能性があるかも

しれないですね。

岡野｜あれは僕が後ろを向くと、ダンスが後

ろにあるのが感じられるのが面白かったです。

ダンスの空間的な位置の指向性があるからで

すよね。すぐそばでダンサーが踊っている感

じが再現されたり、群舞だったら群舞の真ん

中に自分がいるように聞こえたりしたら、そ

れはすごい。

　僕はVRでも、もしすごく自分が小さく

なって、踊っている捩子さんの肩や腕、頭に

止まったり、動いている振動とか感覚を味わ

えたりするデバイスがあったら、感じてみた

いです。

小林｜一部の障害のある方にとっては楽し

めないかもしれないけれど、筋肉に強制的に

力を入れたり弛緩させたりすることでもコン

テンポラリーダンスは感じられると思うんで

す。どうして言葉を使わなければいけないの

かということから共有しないと、何が良かっ

たのかは決めづらいとは思いました。

違う世界を理解するための音声ガイド

田中｜体験が一部でもあると、想像力は広が

りますよね。実際に自分もやってみてできな

いことが分かっている動きにガイドがあった

ら、それが大変なことも含めて感動できるの

かもしれない。

平塚｜そこを突き詰めていくと、タッチツ

アーをたくさんやればいいという話になりま

せんか。

　私は目指しているものはそこではないん

じゃないかと思っています。より文化として

というか、複雑多様で揺らぎのある、そうい

う生き物たちが1人のダンサーのダンスを見

て、それぞれが感じていることを持ち寄りつ

つ、それをどう伝えようとするのかの飽くな

きチャレンジをしたいんじゃないんですか。

田中｜まさにそうだと思います。だから、答え

を提示するつもりはもともとなくて、答えがな

いことが面白い。作家性に頼らずつくるガイ

ドとして、去年のものをベースにさらに磨く

という方向に今年はいったのですが、そこが

ゴールではないにしろ、そこでみんなが満足

できるかというところで、今行き止まりになっ

ていると思うんです。どれだけ言葉を減らし

ても、見えるものを伝えようというスタンスが

変わらない限りは、変わらない気がします。

岡野｜アートってこれまでの認識を壊すと

いう役割があるのだから、そこをやってほし

いというのが切なる願いとしてあります。

田中｜でも、視覚に縛られている者としては、

なかなかそれを壊したいと思っても、一体ど

うやればいいんだろうというのがあるので、

そこを模索していかないといけないですね。

難波｜僕なんかは中途失明だから、かえって

見ることに執着しています。でも先天盲の人

の中には、ガイドそのものが要らないと言う

人もいる。それもまた違う世界ですよね。ダ

ンスは音だけで感じるものだという文化を

持った世界。

岡野｜そうなんです、難しいですよ。僕だっ

て晴眼のとき、そんなこと思いもしなかった

し。だけど、知識でもいいから、少なくとも視

覚障害者と晴眼者は上下の関係ではなく、並

列的な横の関係だと考えてほしい。僕にとっ

てバリアフリーって、障害を持っていても楽

しめるというものでもあるんだけれど、健常

者や障害者、聴覚障害者といった全然違う世

界同士の相互理解的なこともあってほしいと

思っています。

Discussion



二年目を迎えた『音で観るダンスのワークインプログレス』。この作品にお

いて、振り付け・ダンスを務めている捩子ぴじんのスタンスは、今年、大き

く変わった。昨年は、自ら音声ガイドを作成していただけでなく、研究会の

活動にも積極的にコミットしていた捩子だが、今年は、あえてほとんどタッ

チすることなく、遠くから研究会の活動を見守り、本番の舞台に臨んだ。

はたして、捩子はどのような視点から、今年の『音で観るダンス』を見てい

たのだろうか？　キュレーターの田中みゆきとの対話からは、昨年から今

年への変化とともに、来年の取り組みに向けた可能性が語られた。

構成：萩原雄太

「体験」をキーワードにして見えた、

音声ガイドの新たな可能性

捩子ぴじん

INTERVIEW 2

田中みゆき

（ダンサー）

（キュレーター、本プロジェクト企画）

6160 Prologue 2

音声ガイドの「バリエーション」を探った二年目

̶ 今年、『音で見るダンスのワークインプログレス』は、二年目を迎えま

した。ショーイングが終了し、どのような感想を抱いたのでしょう

か？

捩子　「音声ガイド3」を手がけてくれた志人さんとは直接会ってやり取り

をしたり、研究会とも最後に少しだけやり取りをしましたが、音声ガ

イドの内容に関してはほぼまったく関与せず、音声ガイドとダンス

を一緒につくっていった一年目に比べて、ダンスに集中していまし

た。出来上がったものを聞いて、二年目の音声ガイドのバリエーショ

ンのあり方が、ホラー映画の二作目のようだなと思いました。『エク

ソシスト2』みたいな、正統派じゃない、いびつな感じが面白かった

です。

̶ 昨年、捩子さんは研究会にも顔を出し、自身でも音声ガイドを作成

していました。今年はプロセスに関わらなかったんですね。では、ど

のような意図から、今年の枠組みが決まっていったのでしょうか？

田中　去年、一年目としてやるべきことはひと通りやったと実感しました。

昨年は、捩子さん自身による音声ガイド、研究会の音声ガイド、そし

て能楽師の安田登さんによる音声ガイドバージョンと３パターン

の音声ガイドを作成し、ある程度の手応えも感じられました。そこ

で二年目は、初年度ではやれなかったことをやろうと考え、劇作家

として岡田利規さん、「音」として語り部の志人さんに関わってもら

いました。劇作家が音声ガイドも書くようになったらそれはある意

味理想的だし、音声ガイドを音楽として伝えるという方向性もある

のではと考えました。

捩子　去年は「ダンスとは何か？」「音声ガイドとは何か？」という、より根

Interview
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ンスは音声ガイドに影響されたし、音声ガイドはダンスに影響され

ていたんです。しかし今年は、ダンスありきという前提からスター

トしました。その結果、音声ガイドの扱いは大きく変わり、僕の印

象では、今年の音声ガイドは「VR作品」に近いです。

̶ 「VR作品」とは？

捩子　音声ガイド2や3は、舞台上でダンサーが出す音も、息遣いもマイク

で拾ってイヤフォン越しに聞こえるようにしていて、舞台上の出来

事を聴覚に集中させた作品になっていたところがVRっぽいと思い

ました。終演後、客席からの質疑応答で、先天性全盲の人から「ライ

ヴ性がない」「目の前で人が動いている意味が感じられない」という

指摘がありましたが、その通りだったかもしれない。

田中　特に、今年の研究会のガイドは研究会メンバーのうち、中途失明の

三人が中心になってつくっていた。だから、見えていた記憶に近づ

けたいという欲求が強かったのかもしれないですね。映画の音声ガ

イドとは異なり、ダンスはライヴパフォーマンスであるはず。しか

し、はじめから映像をもとにつくるというプロセスをとったことも

本的な部分から始まりました。だからこそ、「ダンスを見るとは？」

「音声ガイドがついて観客に伝わるものとは？」という問いがあり

ました。今年は、そんな問いの経験を踏まえて、どのようなバリ

エーションが可能かを探っていましたね。

̶ 具体的には、どのような手順を踏んだのでしょうか？

田中　去年、研究会でつくったガイドの反省点として「状況はわかったけ

ど、それでダンスをまた見たいとは思わなかった」という声がメン

バーの中から上がっていた。去年の研究会のガイドは、どちらかと

いうと、映画の音声ガイドのようにニュートラルで副音声的なもの

だったんです。その結果、起こっていることがイメージしやすくな

る一方、「ダンスを見たい」という情熱は持たせられなかったのか

もしれない。では、「彼がダンスを見に行きたくなるガイドとは何

か？」という問いから、今年はスタートしました。

「VR作品」となってしまった音声ガイド

̶ 研究会がガイドを創作するにあたってはどのようなプロセスを経

ていったのでしょうか？

田中　今年は、ダンスがすでにある状態からのスタートだったため、去年

の映像を見ながら音声ガイドを制作することになりました。しかし、

今から考えれば、それは適切ではない選択だったのかもしれません。

映像を起点にすることによって、足踏みをはじめ、舞台上に生まれ

る音や空気が動く質感などがすっぽり抜け落ちてしまったんです。

捩子　昨年は、ダンスと音声ガイドを同時並行でつくっていくことで、お

互いに影響を受けながら持ちつ持たれつの関係が生まれました。ダ

Interview
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「見えない人と聞こえない人との感覚が似ているんじゃないか」と

いう声が出たんです。彼らの感じ方には、体験を通してある共通性

があるのではないか。何人かが、そんな指摘をしていたのが印象的

でした。

　 　それぞれ「目が見えない」「耳が聞こえない」という違いはありま

すが、聞こえない人は、音以外の情報から自分がそこにいたらどう

感じるかで音を想像しているし、見えない人は視覚以外の情報から

浮かび上がってくるイメージを体感している。私たちは、音や映像

をただの情報として捉えているのではなく、それ以外の感覚も使い

ながら「体験」を立ち上げているのではないかと思うんです。

̶ その場合、情報は単純に知覚されるものではなく、「体験」を触発す

るものになりますね。

田中　「情報保障」という言葉が表すように、私たちは、よく「視覚を補う」

「聴覚を補う」という発想をしてしまいがちです。でも、視覚や聴覚

は単なる情報ではなく体験を構築するものではないかと考えると、

音声ガイドに必要なものは、ニュートラルな客観性ではない。それ

は、次年度以降へのきっかけになるような気がします。具体的には、

ダンスに対する関わり方がもう少し変わってくるはず。もしかした

ら、それは、舞台と客席がはっきり分かれているものではないかも

しれません。

̶ 体験にフォーカスすることによって、ダンスを鑑賞する枠組みその

ものが変わっていく、と。

捩子　まだまだ、たくさんの種類のダンスがあります。去年、今年と僕が

踊ったソロダンスは動きの「質感」に特化したものでしたが、それ以

外にも、ストーリーがあるもの、テーマがあるもの、形式的にも複

数のダンサーが出てくるものなど、さまざまなダンスやダンス作品

あり、ダンスがなくても成立する「VR作品」という印象を与える音

声ガイドになったのでしょうね。

捩子　「ライヴ」というのは、リアルタイムで音声ガイドとパフォーマンス

が進んでいくということではなく、劇場の立体的な空間で人が動い

ている情報が観客に伝わること。音声ガイドがあっても、それが伝

わるものにならなければ劇場に足を運ぶ意味はありません。研究会

がつくったのは、「劇場の空気が動かされなくてもいい音声ガイド」

だったんです。

見える／見えないを乗り越える「体験」の可能性

̶ では、今年の音声ガイドを創作する過程で、研究会ではどのような

議論が生まれたのでしょうか？

田中　昨年の研究会の議論は「ここの描写をどうしたらいいか」といった

具体的な説明の方法に終止していたけれども、今年は出発点が「ダ

ンスを見たくなる音声ガイド」だったため、「そのガイドで楽しいの

か？」「ダンスを共有できるのか？」という議論ができました。さら

に、「なぜ擬音が大切なのか？」「言葉の量はどれくらいが適切なの

か？」「読み方はこれでいいのか？」など、さまざまな方法を試すこ

とができた。昨年よりも進展し、積み重ねている感じはありますね。

 　それらの過程から、今年の発見としては「体験」の重要性が浮かび

上がってきたように感じます。「体験をどうつくるか」を邪魔しない

ガイドであるべきだと感じますね。

̶ 「体験」というのは、どのようなイメージでしょうか？

田中　今年、セッション1（「耳で観ること、目で聴くこと」）を実施した時に、
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覚障害者も、欠落を抱えているのではなく、世界を想像する方法が

他の人とは異なるだけなのではないか、と考えています。全盲の人

と飲食店に行くと、そのお店の雰囲気の感じ取り方は、晴眼者でも

全盲でも共通していることに気付かされます。見えてる／見えてな

いという情報の差がありながらも、「混み合っていてうるさくて嫌

だ」「落ち着いていて居心地いい」という気持ちが通じ合えるんです。

お店の雰囲気を感じるような体感と、ダンサーから受ける「存在感」

は近いのかもしれませんね。

捩子　聴覚障害のあるアーティストの南村千里さんと作品を創作した時

に、耳が聞こえない人と、聞こえている人では、見ているものが一

緒ではないことに気づかされました。「見る」「聞く」と便宜的に使っ

ていますが、聴覚を欠いた世界を見ているのではなく、視覚や聴覚

に分けられない経験自体がまるごと違う。しかし、稽古を続けてい

く過程で、相手が「こういうものを見ているのかな？」と理解できた

と思える瞬間が訪れることがありました。

̶ 「VR作品」のような音声ガイドができ、来年以降に向けて「体験」と

いうキーワードが生まれてきた。『音で観るダンス』は、一進一退を

しながら、ダンスに限らず、人間が世界をどのように『見て』いるの

か、という問いを深めていますね。

田中　二年目を迎え、議論のクオリティは昨年よりも上がった一方で、そ

れを音声ガイドのクオリティに結び付けられないもどかしさも

あった。それを踏まえて、次年度は、より体験にフォーカスした『音

で観るダンス』を展開していきたいと思います。

がありますよね。

田中　特に、ソロダンスに対して音声ガイドをつくっていくと、どうして

も、行為を記述するかイメージを記述するかという方向を迫られて

しまいます。二人のダンサーが出演していたら、同時に描写するこ

とは絶対にできないから、言葉ではどうしても切り落とさなければ

ならない部分が出てきてしまう。そんな切り捨てを迫る枠組みは、

ある意味新しい要素かもしれません。

̶ 来年は、今年とは異なったアプローチが展開されそうですね。

田中　いずれにせよ、「視覚がない」「聴覚がない」という言葉だけでは、ど

うしても見えてこない部分がある。「体験」というキーワードを手に

入れられたことはとても大きなものですね。実は、視覚障害者も聴

Interview
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ダンスの代わりの
言葉なんて書けるのだろうか

岡田利規
（演劇作家、小説家）

今回わたしがやったのは、ダンスを言葉へと鑑賞体験のレベルにおいて翻

訳するということだったと思っている。また、ダンスに対してというより

それの上演される時間に対して重ねあわされるべき言葉をみつけていく

作業をやったのだとも思っている。とてもおもしろい経験だった。

　ダンスを言葉にするというのは、言葉でダンスを説明することにもなっ

てしまいかねない。野暮となりかねない。そうした危険をあえて冒すとい

うのは、楽しかった。

　ダンスと言葉の関係について、ダンスの言葉への翻訳という具体的作業

を通して考える機会を得ることができたのもよかった。ダンスと言葉の

関係には、一筋縄にはいかないところがある。ダンスを豊かにするために、

言葉は機能しうるはずだが、一方でダンスには─これはどちらかといえば

ダンスの側の人間というよりも言葉の側の人間であるわたしが、ときどき

ダンスに、そしてダンス側の人から受ける印象だけれども─言葉で説明さ

れてしまうこと、解釈されてしまうこと、言葉によって台無しにされてし

まうことへの強い警戒心もある。

　ダンスが言葉に置き換えられるわけがない。わたしだって、それはそう

おもう。だから、できるはずのないことをやるという作業に取り組んだの

だった。それが、ものすごくおもしろかった。

　言葉へと翻訳するために、原作、であるところの捩子ぴじん氏の10分ほ

どのダンス作品の動画を、繰り返し繰り返し、見た。はじめの数日間は、た

だ一日に一度その動画を視聴する、というだけだった。どんな言葉をここ

に重ねていくのがよいのか、そもそも、どのような言葉をここに当ててい

くのが、翻訳、になるのか、皆目見当がつかなかった。それに最初は、ダン

スを言葉にしていくことに対して、腰が引けてもいたともおもう。

　けれどもいつまでもぐずぐずと腰が引けたままでいても、しかたがな

い。だから上演の時間を、視覚によってダンスをとらえることのできる人

が得る経験と拮抗しうるだけの経験を、視覚を持たない人が、ある言葉を

聞き、その言葉によって促される想像とともにその上演時間を過ごすこと

によって得られることにとにかく第一の価値基準を置いて、言葉をみつけ

はじめた。ダンスを言葉で解釈してしまうのを、恐れるのをやめた。

　たとえば作品の冒頭のほうで、捩子氏が全身の力の抜けた状態で舞台奥

のほうに立ち、軽くジャンプしながら前へとやってくる、というときの様

子を、わたしはくらげに喩えて、以下のようなテキストを書いた。

［……］奥のくらがりのほうから、少しずつ、はい、前にやってきて、姿を少

しずつ、舞台の中のほうに、現してくるんですけれども、ふわあっとやら

かーくジャンプしながら、くらげみたいな感じとでも言えばいいでしょう

かね、踊る人は今日は足は裸足で踊るんですけれども、ですからおそらく

今、ペタンペタン、っていう、足の裏が着地する音が、聞こえてるんじゃな

いかとおもいますけれども、［……］

これは、わたしがそれをある程度において、くらげのようだと解釈した

ということであるが、同時に、これは決して、わたしが捩子氏がその踊り

をしているときにくらげを表現しているのだと思っているということで

はない。これが得策であったかどうかについては、百パーセントの確信は、

ない。その上演に立ち会った、視覚に障害を持つ人のなかには、くらげみ

たいな感じ、と言われても、くらげがどのような見た目をしたどのような

動きをするものなのかを見たことのない人だっているだろうから。わた

しは、上演会場に立ち会う彼らが、舞台上で行われる踊りを目で捉えるわ

けではないということ、しかし劇場の中でパフォーマンスに立ち会う臨場

REVIEW 1

Review
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感や舞台上で床を踏みしめたりする際に起こる音は捉えるということ、そ

のことを念頭に置き、その状況に対して重ねあわされる言葉としてなにが

よいか、何がおもしろいかを想像し、それだけを大事にして─あとは、く

らげを見たことがない人にくらげみたいな感じ、という言葉が機能すると

いうことだってもしかしたら起こりうるかもしれないという、ほとんど神

頼みのような無責任な望みも少しだけ抱きつつ─テキストを書いた。

　ダンスを翻訳したものとしてのテキストを、書きはじめられる気がして

きてからは、一日につき一分ぶんずつ書いていった。書いてみては、動画

を再生したのにあわせて自分で声を出して読み上げてみて、うまくいって

いるかどうか検討した。翌日は、次の一分ぶんを書いたわけだが、同時に

そこまでに書いたテキスト全体をふたたび検討するという作業も行った。

ダンスというのは、繰り返し見れば見るほどに、それまで見えてこなかっ

たディテールが見えてくるものだけれども、新しいディテールが見えてく

ればそれに従ってテキストも書き直していった。

　ダンスそのものを見る行為にあわせてそのテキストも聞くのがおもし

ろいということと、読み上げられたテキストという音声を聞きながら上演

に立ち会うことが、舞台上のダンスを見ることなしにでもそのダンスを鑑

賞するということになり、かつそれがおもしろいということとは、重なり

あう部分も多いだろうけれども、完全に一致するものではないだろう。テ

キストを書いていてときどき、これはこれでおもしろい、しかしこれは

ダンスを見ながら聞く言葉だからおもしろいというのでしかないのでは、

というものを書いてしまっているときがあった。それにふとしたはずみ

で気がついては、そこを改めていった。そのテキストが、ダンスとからみ

あってのみ機能するのではない、テキストそれ自体で独立したダンスでも

あるようにと。

音声ガイドは
ダンスの何を拾い上げるのか？

細馬宏通
（滋賀県立大学人間文化学部教授、人間行動学者）

捻子ぴじんのダンスに対して、2018年に新たに3つの音声ガイドがつくら

れた。この小文ではそれぞれの音声ガイドの特徴について簡単に述べ、比

較を行っていこう。

研究会版は、基本的に簡潔な表現によって踊りの動きを記述し、その簡潔

さによるリズムを出そうとしている。また、動詞やオノマトペの繰り返し

を用いることによって、その部分に漂っているムードを示している。たと

えば、「頭の中で揺れている／気持ちの中で揺れている／視線の向こうで

揺れている／記憶の底で揺れている」「舞台の端までヨタヨタ歩き／前に向

かってヨロヨロと／右に曲がってヨタヨタと／後ろに向かってフラフラ

と」といった表現はその典型といえるだろう。

　研究会版では、微妙な文調の変化によって、それぞれのパートが他の

パートからどんな風に変転しているかを表している。一方で、記述は淡々

としているので、踊りの細部については聴く者の想像力にまかされている。

この塩梅は、踊りを観ながらきくとちょうどよい感じだった。ただし、踊

りのあちこちに仕組まれた、もっと長い時間単位の緩急や身振りの対比に

ついて、このガイドを通じてどれくらい気づくことができるだろうかとい

う疑問もわいた。

岡田利規版は、聞こえてくる音を手がかりに、そこに踊りの記述を埋め込

REVIEW 2
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じんの動きと聞き手の頭の中の認知とは似姿となっている。

　これは、いま現在起こっている動きをできるだけリアルタイムで細かく

伝えようとする方法とはまったく逆の方法だ。岡田版は、正確な記述を目

指すかわりに、声の時間によって聞き手の記憶を揺さぶることに注力して

いるその点で、他の作品とは異なるアプローチを行っている。

わたしが当初、3つのガイドの中でもっとも衝撃を受けたのは志人の作品

だった。まず全体がひたすらラップで貫かれているというだけでなく、魂

の出産という、ひとつの物語を声によって紡いでいる。それでいて、捻子

ぴじんの踊りのディテールから明らかにインスパイアされたものである。

声自体の強度ということで言うと、この作品には他の作品にはない圧倒的

な魅力があった。

　もうひとつ重要な要素は、このガイドが、ラップという、くっきりとし

た時間構造を持つ形式を用いることによって、踊りの時間構造をあちこち

で浮き彫りにしていることである。「なにゆえのあいうえお／かきくけ古

今」で始まる、五十音を織り込んだフレーズも、語呂がよいだけでなく、そ

のことばのリズム、タイミングによって、捻子ぴじんの所作の区切れ目を

的確に示している。このようない踊りの時間に対する視点は、他のガイド

には観られないものである。

　一方、このガイドの強固な時間構造は別の効果ももたらしている。実際

の捻子ぴじんの踊りを観ると、どういうわけか、この捻子ぴじんの踊りが

ほうがこのガイドに従属するような息苦しさを感じさせるのである。い

や、もう少し正確に言えば、このガイドは、捻子ぴじんのある日あるとき

のダンスをもとにあまりに正確にそのことばのタイミングを構築してあ

るので、捻子ぴじんがまるで過去の彼の踊りの時間に縛られているような

感じに見えるのである。

　むろん、音声ガイドは本来、踊りとともに鑑賞するものではない。もと

の踊りからの偏差をリアルタイムでどのように感じるかという問題は、ガ

イドと踊りを同時に観るといういささか特殊な状況で生じる問題である。

しかし一方で、これだけガイドの内容が踊りを覆い尽くしうるということ

むという穏当なやり方でまずは始まる。「今たぶんなにかの太鼓みたいな、

打楽器的な音が聞こえているとおもうんですけど」という出だしは、まさ

にこの態度を表している。音楽は耳に聞こえるが、視覚的な踊りは目に見

えない。そこでまずは「ふわあっとやらかーくジャンプしながら、くらげ

みたいな感じとでも言えばいいでしょうかね」と説明が行われる。

　それにしてもなぜ「ふわあっとくらげのようにジャンプ」と簡潔に言わ

ないのか。岡田版の特徴は、ある種の冗長さにある。長々とした表現をし

ている間にもダンスは進んでしまうのだが、岡田はそれを承知でわざと

この冗長な表現を行っている。岡田は、細かい動きをそれぞれ等価値のも

のとして列挙していくかわりに、「ふわあ」「くらげ」のようなことばを使い、

表現に時間を割く。そのことによって、踊りを表すそのことばを覚えやす

くしているのだ。そして、この「覚えやすい」という点が岡田版では重要だ。

なぜなら、一度登場した踊りは以下のように繰り返し想起することを求め

られるからだ。

「つい今しがたのスパイ的なすすっと動いてぴたって止まる的な動きがあっ

たじゃないですか、それよりちょっと前の歩くつもりが自分ではないんだ

けどなんだか歩いちゃってる人ってのを演じてるなみたいなときの動きが

あったじゃないですか、あと、それよりもっと前の骨と関節を感じはじめた

ばかりのくらげが骨と関節をいろいろ動かしてみてるっていうときの動き

があったじゃないですか、そういうこれまでにあったいくつかのことのう

ちのいくつかを同時にやろうとしていてその結果てんやわんや、みたいに

なってます」

この例では、過去のダンスの記述を引用し、さらにもう少し過去のダンス

の記述を引用し、さらに少し過去のダンスの記述を引用して、それを現在

の聞き手の頭の中で合成させるということをしている。聞き手の頭の中で

過去が次々と呼び出されて、それがごっちゃにされててんやわんやになる。

そういう聞き手の認知の運動がここでは試みられている。それはけしてダ

ンサーの動きの記述そのものではないが、運動の忙しさにおいて、捻子ぴ

Review



7574 Prologue 2

何処よりリズムは来たる
荏開津広

（DJ、執筆、東京藝術大学非常勤講師）

「わたしはラップの周辺にこそ、押韻無戒の地に咲く韻律詩の最前線が横た

わっているではないかと睨んでいる」―四方田犬彦1

『音で観るダンスのワークインプログレス』上演&トーク（p.90, 91）に関連し

て、特に会場で聞くことの出来た志人による音声ガイド3の前提にあるラッ

プについて、幾ばくかの歴史的事実と考えを記す。　

ヒップホップ（ラップ、DJ、ブレイクダンス、グラフィティ）は一般的にはまずポッ

プ・ミュージックとして知られるようになったが、それ以前、始まったとさ

れる1970年代半ばから長い時が経過しても、ラップ／DJはニューヨークの

都市計画の歴史的な失敗によって引き起され出現した貧困地域の裡からほ

ぼ出ないことにより“それが個人ブランドの商品ではなく、共同体の共有財

産として成り立っていたため”2、まるで“民族音楽が極めてゆっくりとしか

変わっていかなかった”ようにその原初の形式と機能を当時も保っていた。

　韻を踏むことで自慢話や罵倒によってバトルをしたり、もしくはサイ

ファーといって順ぐりに即興で披露したり、ラップが商品化され流通され

下位文化として配向され位置づけられる手前の話、文字通り路上において

の話である。

　もちろん韻を踏むこと自体はヒップホップが生まれたとされるブロン

クスの南の子供たち自身らが創造した革新的な文学上のアイデアではなく、

“西洋の文化遺産のなかで、もっとも模範的で、もっとも真正で、もっとも深

は、このガイドは踊りの特定の可能性を、とても先鋭化した内容を持って

いることでもある。

以上、3つのガイドについてそれぞれの特徴を拾い上げてみた。そもそも

視覚的なできごとのすべてを人間に知覚可能な音声パラメーターに置き

換えることなど不可能であり、だからこそ、音声ガイドでは、目に見える

ことの何をどう拾い上げるかということが重要になる。唯一最良の答えと

いうのが存在するわけではない。2018年の上演&トーク（p.90, 91）では、

全盲の方々も交えて、鑑賞後に討議が行われたのだが、実をいえば、音声

ガイドの最大の役割は、こうした討議を可能にすることではないかという

気がした。音声ガイドをつくり、公開するという試みは、そもそも目で見

ることと耳で聞くことの間をどのように架橋しうるのかという問題に対

して、わたしたち自身を開いていくことなのかもしれない。

REVIEW 3
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口承形式・技術のハイブリッド”として“脱構築”され同時に“新たな意味を

得る”ので、“黒人の文化的優先事項を、洗練された新しい技術手段を使って

書き直している”8。トリーシャ・ローズはこう続ける。

　「ヒップホップの形式は、テクノロジーの変化および社会と都市空間の問

題と、根本的に連動している。ヒップホップが表す怒りは、現代社会の人種

差別と、性的・階級的抑圧に起因している。そして最後に、ヒップホップに

溢れる歓喜は、様々勢力を覆し、アフロディアスポラの歴史とアイデンティ

ティを肯定する行為から生まれている」9

　「経済的財産はあまりなくても、文化的・審美眼的財産を豊穣に持つアフ

ロディアスポラの若者は、ストリートを対決のアリーナとし、スタイルを最

高の賞に値するものとした。低所得者用の住宅が減少し、若者には無意味な

仕事のおこぼれしかなく、警察官の暴力が横行し、スラムの若者への風当た

りが強まる脱産業化以後の都市において、ヒップホップ・スタイルとは、ま

さに黒人の都市再生策そのものなのである」10また、ポップ・ミュージックと

しての書き直しは、階級のアイデンティティとしてのボキャブラリーや言

葉遣いにも作用しただろう。

　文化的な配向によりポップ・ミュージックはしばしば支配的な文化への

批評的な役割を持つが、1945年以来の合衆国の建築の歴史において都市計

画の他に比べようない大失政の落とし子である貧困地域において集められ

編まれ、（サウンドと共に／別々に）発話された押韻の決まり文句たちそれ自体

が脱中心的な性格を持つ。

　ビート／黒人詩人で劇作家のアミリ・バラカはかつてアメリカの“ニグロ

文学”11のみならず“アメリカの‘ハイ・アート’でのニグロたちの貢献は、ほ

んの少数の例外をのぞいて、印象に残る凡庸さ”にあると罵倒した。「特筆す

べきは、音楽だけ、とりわけジャズ、ブルース、黒人霊歌、つまりは“ニグロ

音楽”のみに、アメリカのニグロの重要かつ深遠な貢献が認められる」12こう

彼は断言する。

　一方、「作家たちは、いつか自分たちが言語を変えなくてはいけないと理

解することを義務付けられている。そして、この国に英語を使うべく生ま

れてきた黒人作家たちは、言語が彼らの敵によって操作されているという

い霊感によって生み出された世俗詩” 3であるところのホメロスの『イリア

ス』と『オデュッセイア』まで遡るのであり、W-Jオングは彼の著書『声の文化

と文字の文化』をその“ホメロス問題”についてのミリマン・パリーの見解か

ら始めてかなりの部分を割いている。

̶“ずっと彼の思考を支配していた基本的な公理は、ホメロスの詩にお

いては、「語や語形の選択が（［文字にたよらず］口頭で組みたてられる）六脚韻

hexameterの詩形という形態に左右される」ということだった”4。つまり、“ホ

メロスの詩に特有なほとんどすべての特徴は、口頭で組みたてられるとい

う制作方法によって強いられるエコノミーによるもの”5であり、“ホメロス

がブドウ酒のために用いた形容句epithetは、韻律的にはみな異なっていて、

ある句を使うかどうかは、その句がなにを意味しているかということより、

むしろその句が置かれる節の韻律上の必要性によって決定されていた”6。オ

ングはこう続ける 『̶イリアス』や『オデュッセイア』の元となった古代ギ

リシアの叙事詩の構成は、韻律にあうようにつくられたきまり文句によっ

て導かれていたのである、と。韻律から文学が姿を現したのだ。

最もその初期に書かれたラップ／ヒップホップについて書かれた労作、

1984年に出版された”Rap Attack”7でデヴィッド・トゥープはアフロ・アメ

リカンの口承文化に古くからあるリズムに乗るお喋りの成り行きとしての

1970年代の貧困地区から生まれてきたラップ/ヒップホップの先祖を、ジャ

ズ・シンガーのスキャット、政治的な演説まで、黒人教会の説教の一節、ラジ

オDJ／タップ・ダンサー／コメディアンの話し方、監獄の労働歌、縄跳びな

ど遊び唄などとしている。

　しかし、ラップ／ヒップホップは、アフロ・アメリカンのこれら口承事例

が単に寄せ集められ恣意的に更新されたのではない。1994年にブラウン大

学のトリーシャ・ローズが指摘したように“電子機器を使用して音を構成す

るというラップの慣習”は “長い歴史の中で黒人文化がこだわってきた事柄”

が複数のターンテーブルと初期のデジタル・サンプラー、リズム・ボックス

などを使用しながらそうした“技術そのものを変容させ”、“黒人音楽・黒人
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フロ・アメリカンのカルチャーに触れる幾冊もの五木寛之から石原慎太郎

の短編 “ファンキー・ジャンプ”までのジャズ小説群、勅使河原宏の映画「サ

マーソルジャー」・・・以後ディスコ・ブームと連動した小説、映画、テレビな

どがヒップホップの出現以前にあった。日本人にとって、アフロ・アメリカ

ンがアメリカ映画の中だけの自分たちと異なった肌の色の人間と思ってい

ただけなら、日本語のラップは起こらなかっただろうし、ここまで規模は大

きくなっていないだろう14。

　1990年代初めに日本語によるラップの試行錯誤をしていたラッパーや彼

らのグループはまだ数えられるぐらいだったが、例えばKGDR（ex.キングギ

ドラ）のラッパー、K DUB SHINEは日本語の“発音自体にそこまで抑揚がな

く単語がぶつ切り”と彼がいう日本語で単語単位での押韻を徹底させること

により方法論としてのラップを作り上げていき、そうした成果はラッパー

たちのコミュニティにおいて共有されていった。

　2000年前後からはラッパーがテレビやラジオに登場することも珍しくは

なくなった。特に押韻が徹底されたことによって即興が可能になり、1990

年代終わりから行われるようになった“フリースタイル・（ラップ）バトルの大

会がテレビなどによって2010年代に音楽好き以外にも知られるようになっ

たことは大きい。

　他にも、現在までにシーズン3を終えたインターネット・テレビのタレン

ト発掘番組『ラップスタア誕生！』のコンテスト出場者リストを見ると、ア

メリカと日本、もしくはカメルーン／フランス／日本、ブラジル／日本など

いわゆる“ハーフ”のラッパーが多いことに気がつく。移民の増加という番

組の外側の日本社会の現状が映し出されている。2017年に話題を呼び版を

重ねている磯部涼のルポルタージュ『川崎』15には、21世紀初めの大きな格

差の社会のなか暮らす人々の日々の様子が描かれているが、ラップ・グルー

プ “BAD HOP”のメンバーはその主要な登場人物である。2012年の『高

校生RAP選手権』の優勝者GOMESSは自閉症を患っていた中学生時代に

ラップに出会った。同じくバトルの全国大会”KING OF THE KINGS”の

2018年度の優勝者GADOROのひきこもり傾向は彼のラップに散見できる。

GOMESSもGADOROも例外的なのではない。2000年代以降、インター

考えを理解するよう義務付けられている」13̶まさに最初のグローバルな

ヒップホップのヒット曲 “Rapper’s Delight”がハーレムの小さな家内制手工

業的なレコード・レーベルからリリースされた1979年、ゲイで“黒人作家”

ジェームス・ボールドウィンが冒頭をこのように始めた記事をロザンジェ

ルス・タイムス紙に発表した。続けて、ボールドウィンは幼少の彼がシェイ

クスピアの作品のどこもかしこにも見られる黒という言葉の比喩へ感じた

違和感について記している。つまり、ここでいう言語とは英語であり、ここ

でいう敵とは白人であり、大袈裟もしくは根源的には“もっとも模範的で、

もっとも真正で、もっとも深い霊感”に根ざし組み立てられていった構築物

＝文学に他ならない。アメリカの黒人文学は、ある程度までこうした“もっ

とも模範的で、もっとも真正で、もっとも深い霊感”に対する挑戦的な脱構

築なのであって、リロイ・ジョーンズ自身は若きアフロ・アメリカンの経験

をダンテの地獄編の構造と比較する『ダンテの地獄組織』という本を著わし、

のちにトニ・モリソンはラディカルな『白さと想像力』を著わした。

　アフロ・ダイアスポラ、奴隷貿易の離散の成り行きが作ったコンテンポラ

リーな世界における構造は、こうした新しい言葉をアメリカという新しい

帝国の外側に隈なく分配していった。アフロ・ダイアスポラの文化を世界に

運んだのはアメリカの帝国主義なのだ。1980年代に初めに、ヒップホップ

はまず英国、フランス、そして日本に運ばれた。日本では自国語によるラッ

プの試みが実践され始めた時点以前に、太平洋戦争、朝鮮戦争、そしてヴェ

トナム戦争が奴隷貿易の存在した歴史の流れが生んだ階級の子弟を基地ま

で派兵していた。日本人はアフロ・アメリカンと彼らの生活とカルチャーの

ありかたに実際に接し、その光景はメディアに表象していった。

　まだ敗戦の色濃い時代の社会正義や政治へ意識的な日本の大学生の間で

の黒人霊歌への興味から始まり、1960年代初期の熱を帯びた“ファンキー・

ジャズ”ブームと前後しての、ビート詩的な朗読の試みに代表される文学的

な、もしくは映像へのアフロ・ダイアスポラの表象の例をほんの少し記して

みる。大江健三郎による原作を大島渚が映画化した『飼育』、ボーイフレンド

と思しき若きアフロ・アメリカンのポートレートが装丁の全面を飾る白石

かずこの詩集『もうこれ以上遅くやってきてはいけない』、直接・間接的にア

Review
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身近な現実としての死への対決”ともいえる）という点において、そして又、ブルー

スのそれ（ことば）は人間の内部的なリズムから生まれ一方では人間に内部的

なリズムを認識させたということで現代の詩と関係づけたい」と彼はいう。

「ジャズとの結合とか、その心臓であるブルースから学ぶとかいったけれども、

僕としては今の段階では、そしておそらく今後もブルースのこころがほしい

のであり、そこから生きたことばの芸術としての詩をつかみとりたいのだ」

リズムは何処より来るのか。ジャズとブルースのもっとずっとあと、リロ

イ・ジョーンズやジェームス・ボールドウィンの夢見た未来のとば口に私は

たまさかいるからこそ、その“内部的なリズム”によって作動する芸術（詩）

の“生きたことば”とは、アフロ・アメリカンに生物学上？ 内在するモノでは

なく、W-J＝オングが問題にしたように、紛れもなく押韻から来る韻律、即

ち文学そのものが生まれる時であると書くことができる。

─

1. 『詩の約束』、四方田犬彦、p.304、雑誌すばる、2017年。
2. 『モア・ザン・ミュージック』、若尾裕、勁草書房、1990年。
3. 『声の文化と文字の文化』、P.45、W-Jオング著、林正寛訳、藤原書店、1991年。
4. 同掲書、p.49
5. 同掲書、p.51
6. 同掲書、p.51
7. “Rap Attack”, David Toop, Plute Press, 1984.
8. 『ブラック・ノイズ』、p.128-130、トリーシャ・ローズ、新田啓子訳、みすず書房、2009年。
9. 同掲書、P.112
10. P.113
11. 原文の用語ママ
12. “�e Myth of the Negro Literature”, Home, William Morrow Company, Inc., 1966年。拙訳。
13. “On Language, Race, and the Black Writer”, p.140, “The Cross of Redemption”, 2011, 

Vintage. 拙訳。
14. 最も1940年代の加藤周一、中村真一郎、福永武彦らによる“マチネ・ポエティク”運動が否

定されたよう外国語に馴染みの薄い日本の知識人層は殊更押韻を好まない。
15. 『川崎』、磯部涼著、サイゾー、2017年。
16. “話かける芸術としての詩”、諏訪優、詩誌『doin’』、p.4、1963年。

ネット上にハンドル・ネームをラッパーとしての名前とし、自らのラップを

アップロードしたりチャットする“ネット・ラップ”シーンの存在がその遠景

にある。一方、JRのターミナル駅には必ずあるといわれている自発的にオー

ガナイズされているサイファーだが、そのうちの一つ、新橋サイファーは参

加者のある程度は企業に勤める人々である。またYouTubeに1日1回フリー

スタイルをアップロードしているBOZというラッパーは“サラリーマン”

ラッパーであるとバイオに明記している。

　コンテンポラリーなラップが異なる出自、異なる背景、そして異なる物語

を持った人々を自らが消費と生産双方の担い手として関係性の美学の実践

のなかで繋げていくのは、日本のみ独特の出来事ではない。アメリカでラッ

プ／ヒップホップが巨大になっていった原因の一つとして、1990年代前半

からまずはIVYリーグ出身の白人の若者がその鎖の一部となったゆえで、ポ

ストモダン文学の旗手、故デヴィッド・フォスター・ウォレスがマーク・コ

ステロと共同で著わした『ラップという現象』はその先駆けの一つであるこ

とを思い出してもいい。巨大で完全無欠に見えた構築物がラップで無意味

になったのではさらさらないが、その小さなプンクトゥムのごとき綻びか

ら新しいリズムで新しい縫い目を見つけていき、形式全体を脱中心的な遠

近法で捉えることを可能にしただろう。

『音で観るダンス』を経験することは、何よりもまず“音声解説”というも

のについて知識を得る機会であった。そして改めて日本内外におけるラッ

プ̶正確にはここでは押韻を駆使した“語り”̶の実践が路上でもクラ

ブでもなく舞台上でどのような意味を生産していくのかという興味と同時

に、当然、日本内外におけるコンテンポラリー・ダンスの動作とリズムは何

を顕しているのか、そしてその双方の解釈の行く先について考えを巡らす

契機となった。専門外のコンテンポラリー・ダンスについては措いて、第二

次世界戦後のアフロ・アメリカンの文学表現についての先駆者で、白石かず

こらと詩の朗読を実践していた詩人・小説家・翻訳家の諏訪優が1963年に

記したことを最後に紹介したい16。

　「ブルースを僕は“人間の内部における生命への赤裸々なあこがれ（これは又

Review
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「健常者」は時代によって変わる

̶ 私は中途視覚障害者なのですが、失明を経験する過程で、自分の環

世界がガラッと変わっていったことを感じました。視覚情報がなく

なるにつれて、一時は絶望するまでに落ち込んだのですが、自分の

中にある感覚がシフトしていき、聴覚・触覚といった情報の配分が

増加した。そして、視覚の欠落が埋まることで、別の環世界ができ

あがっていったんです。今では、自分が欠落のない環世界にいると

感じています。

　 　その一方、健常者とは住んでいる環世界そのものが違う、と感じ

ることもしばしばです。感覚の入力器官が異なることで、環世界は

大きく異なる。その違いは、超えられない溝なのではないか。それ

にもかかわらず、そんな溝があるという前提が共有されていないの

で、視覚障害者と晴眼者とがバリアフリーの問題を一緒に話しても、

あまり建設的な話になりにくいんです。そもそも、人は視覚情報が

圧倒的に優位な生き物ですよね。視覚障害者の環世界を晴眼者が理

解するのは、かなり難しいことかもしれない……。

國分 前提として、生物はそれぞれ「主体的に」自分の世界をつくっている

という発想が「環世界」という言葉のベースにあります。我々が経験

している世界は、客観的なものではなく、主体的につくりあげられ

たもの。誰も「客観的な世界」を経験していないし、認識していない

んです。だから岡野さんは失明をきっかけにして、岡野さん自身の

「欠落のない環世界」を主体的につくりあげられたということですね。

 　『暇と退屈の倫理学』で環世界を取り上げた際に、「あらゆる生物

には環世界の間を移動する能力がある」「人間は動物に比べて、比較

的容易に環世界を移動する」と書きました。しかし、環世界を移動す

るために岡野さんが絶望的なまでの苦労をされたように、簡単に飛

び越えられない環世界の違いもあるでしょう。本の中ではダニの話

をしていますが、ダニと人間の住む環世界を移動するのは容易では

今年の『音で観るダンスのワークインプログレス』では、「環世界」がひと

つのキーワードとなっていた。ドイツの生物学者ヤーコプ・フォン・ユクス

キュルが提唱したこの概念は、「生物がそれぞれ主体的に構築する独自の

世界」を意味し、健常者／障害者という二項対立を超えるものとして、近年

注目を集めつつある。

哲学者の國分功一郎は、著書『暇と退屈の倫理学』（朝日出版社）において、

そんな「環世界」を取り上げていた人物。「環世界」という概念をインストー

ルすることによって、人間に対する眼差しはどのように変わるのか？

本プロジェクトの研究会メンバーである岡野宏治を聞き手として行われた

インタビューからは、時代によって移り変わる「健常者」の姿や、「環世界」

が変える「障害」の捉え方について話が及んだ。

聞き手：岡野宏治｜構成：萩原雄太

「環世界」が変える

「障害」のあり方

國分功一郎

INTERVIEW 3

（哲学者）
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國分 それがわからないと、「障害＝欠落」という、旧来型の「障害」という

イメージから抜けられません。しかも健常者のモデルすら非常に条

件が厳しいものになっている。「環世界」という概念が浸透し、「世界

は主体的に作られた概念である」ということが浸透すれば、少し見

方は変わってくると思うのですが。

̶ それぞれの人が持つ「環世界」は、あくまでもバリエーションの一つ

に過ぎませんよね。健常者だって、世界を完全に把握しているわけ

ではない。それなのに、障害を持った人や自閉症の人など、「健常者

ではない人」に対して「何かの間違い」か「自分より劣ったもの」と

いった視線を投げかけてしまうのは、異質なものと出会った不安を

解消しているからではないかと思います。

誰も「自分」をわかっていない

̶ 「環世界」という発想に立脚することによって、「障害」のイメージは

大きく変わってきますね。

國分 障害の捉え方には、障害を身体に備わっている性質として捉える

「医学モデル」と、それを身体の特徴と環境との齟齬として捉える

「社会モデル」があり、現在は社会モデルは障害を巡る議論の前提に

なりつつあります。

 　しかし、議論は、そこからさらに一歩進めなければならないとも

思うんですね。障害を社会モデルに基づいて考えた上で、もう一度、

「自分の身体はどういう特徴があるのかを知る」というある種の医

学モデル的な考え方が必要だと思うのです。社会モデルだけで考え

ていくと、「当事者主権＝意思決定できることが自立である」という

考え方に行き着き、その結果「すべてを自分で決めなさい」という発

想になってしまう。

ない。晴眼者と視覚障害者の間にも、断崖のように乗り越えられな

い違いがあります。

 　ただ、岡野さんの「人は視覚情報が圧倒的に優位な生き物」という

ご指摘については、それは人間というより現代人のことではないか

と思いました。日本では、過去、どちらかというと、聴覚情報を重視

してきた伝統がありますね。枯れ葉に落ちる雨の音と新緑に落ちる

雨の音、たとえばそういった季節ごとの雨の音の違いを聞き分ける

感性が日本にはあった。しかし、そんな感性は近代に入って忘れられ

てしまった。こんなに視覚優位になったのは近代以降に過ぎません。

̶ そうなんですね。聴覚の他にも、見えなくなると、例えば足裏の感

覚が発達します。「ここに窪みがあるから正しい道だ」「砂混じりの

道だから間違いない」と、足裏の感覚を使って今通っているのが正

しい道かを見極めているんです。見えていた時よりも、はるかに足

裏を使うようになりました。

國分 現代の「健常者モデル」は明らかに偏ったものであり、そのモデルも

変わり続けています。今、自閉症の研究を行っているのですが、自

閉症の診断数はこの30年で30倍くらいに増えているんです。しか

し、これはあくまでも「診断数」であることがポイントです。今まで

だったら「あの人、ちょっと変わってるよね」ですんでいた人まで障

害者化されるようになってきている。

 　そのいちばんの理由は経済的な要請ですね。グローバル化・情報

化した社会の中では、次から次へと情報が飛び交います。現在の経

済体制は、毎日のように変わる課題に直面してもコミュニケーショ

ン能力を駆使して不機嫌にならずに仕事ができる人間を求めてい

る。それに対応できないことは「障害」にされる。これは、ここ10年

ほどでつくり上げられた健常者モデルにすぎません。

̶ 「健常者」は、社会によってつくられている。

Interview
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えと思います。

他者の環世界を知ることは自分の環世界を知ること

̶ 國分先生は『暇と退屈の倫理学』の脚注で、イギリスの哲学者・バー

トランド・ラッセルが「今日の人々の不幸の原因を、大地との接触の

欠如に求めている」と語っています。それを読んで感じたのは、人

間は、「大地」を感じなくなる環世界を選択してしまったということ。

僕は、見えなくなったことによって、昔より「気配」を感じる感覚が

強くなっているんです。この感覚は、おそらく動物は普通に持って

いるものであり、「大地」との結びつきを感じる感覚だと思います。

國分 ラッセルは「大地」という言葉を抽象的な意味で使っているんです

が、岡野さんは具体的な意味で捉えているんですね。その捉え方は

とても面白い。

 　脳科学者のアントニオ・ダマシオは、生物は身体反応を意味する

「情動」を持っていると語ります。アメフラシなどの原始的な生物で

も、危険を察知すると、それを避けるという「情動」が働きます。岡

野さんの言う「気配」は、彼にとって「情動」にあたるものでしょう。

一方、ダマシオの分析によれば、人間には「感情」を働かせる生き物

でもあり、察知した情動を感情によって無視することができるんで

す。それは人間と動物を隔てる大きな一歩であると同時に、情動の

能力を退化させることにもつながる。現代は、情動に関わる部分を

全然働かせないし、働かせることによって生きにくくなってしまう

時代ですね。

 　それで思い出したのは僕の専門である17世紀オランダの哲学者

スピノザのことですね。スピノザは人間の持つ最も高次の知性を、

対象そのものを把握する「直観」だと言いました。「理性」はその次

なんです。この「intuition＝直観」は、哲学の歴史を遡ると、ある時

 　当事者主権という考え方はとても大切です。しかし、そこには落

とし穴もある。主権というのは自分で自分のことを支配する権利で

あり、その権利は自分で自分のことを十分に理解しコントロールで

きることを前提にしています。しかしそんなことはなかなかでき

ない。そもそも私たちは自分の身体が何を求めているのかを十分に

知ることはできません。誰かが他人を支配して、その人のことを勝

手に決めるのは言語道断です。しかし、だからといって自分一人で

何もかも決められるわけじゃない。だから自分の身体について知る

ことが大切になる。それは自分の環世界を自分で探求するというこ

とでもあります。自分の環世界は、自分でもわからない部分がとて

も多いわけですから。

̶ 似たような話があります。駅ホームでの視覚障害者の安全対策につ

いての会議などに出ても、晴眼者と視覚障害者の環世界についての

共通の理解がないまま話が始まっていることが多いんです。

 意見を求められても、視覚障害者自身がどんなことに困難を感じて

いるかを晴眼者にわかるように言語化できるわけではないし、そも

そも視覚障害者の環世界について理解されていないので、結果とし

て視覚障害者が困難を感じている部分が改善される方向に話が進

まないと思うことがよくあります。

國分 なぜ、そんなことが起こってしまうのかといえば、「各人が各人のこ

とをわかっている」という単純な誤解が世の中に蔓延しているから

ですね。けれども、誰しも、自分のことはわからないし、自分の環世

界もわからない。多分、岡野さんも今後さらに自分の環世界の中にわ

からない部分を発見していくし、僕だって発見していくでしょう。そ

ういった、「自分に対するわからなさ」を前提にしていかなければな

らないと考えています。環世界が「それぞれ違う」という第一段階を

経て、その中にいる自分自身も、自分の環世界を把握していないとい

うことを前提にすること。それが、「社会モデル」と同時に必要な考

Interview
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期まで哲学の中で非常に大事な位置を占めていました。多くの場合、

直観は神に向けられたものでしたが、おそらく岡野さんの言う「気

配」の感覚に近いものじゃないかと思います。

̶ 『暇と退屈の倫理学』に書かれていたように、定住して都市に住むよ

うになると、外敵の殺気を察知して生存に繋げる必要がなくなっ

てしまいます。特に近代以降、身の危険がなくなっていくにつれて、

その感覚が徐々に失われていったのかもしれませんね。

 　最後に、國分先生は、他者の環世界に触れることによって、どの

ような可能性があると思いますか？

國分 環世界を理解することで、他人との違いを理解することができる、

そして、他人の環世界について知ることは、自分の環世界について

知るきっかけになると思っています。それは、きっと人生を豊かに

するはずです。岡野さんから足裏感覚の話を聞き、多分、僕は今日

帰るときに足裏のことを気にするはず。感じ取れるものが増えてい

くことによって、豊かな体験が生まれると同時に、新たな自分を発

見することにもつながっていくでしょう。歩きスマホで遠くにある

情報を得るのも面白い体験ですが、ここにある身体についてもまだ

多くのことを知る可能性が眠っているのだと思います。
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今年も上演＆トークは、①タッチツアー ②上演 

③トークという三部構成で開催した。

　上演前のタッチツアーは、今年は事前予約制

で定員を10名とし、二回に分けて開催した。小

道具も美術もないというダンスの性質上、ダン

サーの捩子さんが振付の特徴となるパートを

ピックアップし、実際に目の前でやってみせた

り、参加者に体を触ってもらったりしながら進

められた。例えば痙攣だったらどれくらい震え

ているのか、「体は水が入った袋」とはどういう

状態か、床にゆっくりお尻を下ろしていく場面

を本番と同じ速度でやってみるなど。最初は触

ることに躊躇っていた参加者も、いざ触ると想

像と違う体の力の入り方に驚き、その反応を聞

いた参加者が次々とまるで仏像を触るかのよう

に、しかし興奮した様子で捩子さんの体を触り

始める姿が印象的だった。（p.6, 7）

　上演後のトークでは、映像を観ながら聴く音

声ガイドの印象とライブで聴く印象に圧倒的な

違いがあり驚いた、と細馬さん。それはそれぞ

れの音声ガイドがダンスとは別の身体性を持っ

ていたからではないか、と木村さんは指摘する。

細馬さんは、「音声自身の身体性があることを

面白いと思うか、ダンスと音声両方の身体性が

一致しない場合どう観るかという問題がある」

と指摘した。研究会メンバーの3名が登壇して

からは、研究会のガイド２の大きな論点となっ

た擬音が持つ情報量について研究会のやり取り

を振り返った。細馬さんも「擬音は触覚や感性

を表すものであると同時に、豊かな時間構造を

持ったもの」と解説。メンバーが感嘆しガイド

２に採用された捩子さんの擬音は、映像を見ず

に捩子さんがダンスの音だけを聴いて録音した

ものという捩子さんの話から、「映像で見るダ

ンスの運動に合わせるのではなく、捩子さんの

体の中で運動しているものに当てたものである

点があの擬音を非常にユニークなものにしてい

るのでは」と木村さんは分析した。

　会場からも、音声ガイドをイヤホンで聴くこ

とによって音で伝わる情報のライブ感が損なわ

れているといった声も出るなど、現場の音と合

わせる重要性や音や音声ガイドの再生環境など、

音声ガイドの内容以外の要素に論点が拡がった

トークとなった。

日時｜2018年 9月17日（月・祝） 14:00 –16:00
会場｜KAAT神奈川芸術劇場 大スタジオ
ダンス出演｜捩子ぴじん（ダンサー）
トーク出演｜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）、
本プロジェクト研究会メンバー（岡野宏治、金子聡、難波創太）、
細馬宏通（滋賀県立大学人間文化学部教授、人間行動学者）
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）

音声ガイドを選んで観る 上演＆トーク
 

●3回公演の内、音声ガイドを付けて聞いたのは、

1回のみ。私は目が見えないが、捩子さんの向い

ている方向（息づかいで判った）飛んでいる方向、

高さなど、生き物としてのダンサーを感じさせる

ことをして欲しいと思ったくらいです（笑）。あり

がとうございました。 ［40代女性、視覚障害あり］

 
●中途・先天の方などの対話などがあって「音声

ガイド」について話し合う場があること自体がよ

い機会・場だと思いました。捩子さんが大変かも

しれませんが音声ガイドなしでの回があってもと

思いました。 ［40代、性別・視覚障害の有無記載なし］

 
●力が入っていて良かったですが、逆に気軽にガ

イドをつくってみても良いのでは？カンペキを追

求せずポイントでも楽しめると思います。詰めす

ぎると仇になる場合も。［60代男性、視覚障害あり］ 

 

 

●劇場で観賞するとき、隣に座ってる観客や集

まったいろんな情報もすごく重要だと思っていて、

なので人が集まることの魅力も感じられるように

なったらいいなと思いました。今後に期待します。

観れてよかったです。［30代女性、視覚障害なし］

 

●2番目の息づかいが聞こえたのはよかった！

タッチツアーでダンスに触れて、音声ガイドが付

いた時にイメージがしやすくてよかった。トーク

ショーで解説を聞いた後、1番と3番のガイドを

もう一度きいてみたくなった。2番については、弱

視の自分にとっては情報量が多すぎて聞き取れず、

動きの場面によって強弱をつけたり消したりバラ

ンスを考えてつくることが必要。上下のダンスが

激しいところでは、水音を優先、音が無く手だけの

場面ではテキストを優先させる。場面によっては

聞きたい音を聞きとれないところもあった。 
「40代女性、視覚障害あり］ 

客席からのフィードバック
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KAAT神奈川芸術劇場  2018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 オープンシアター2018 「音で観るダンスのワークインプログレス」

ジェニー・シーレイによるワークショップ

視覚に障害のある人たちが芸術

を楽しむだけでなく、新たなダン

スの鑑賞法として「音声ガイド」

を開発していく試み。上演＆トー

クでは、音声ガイドに関するトー

ク後に、３種の音声ガイドを手元

の受信機で選びながらダンスの

鑑賞を行った。また、開演前には

視覚障害者の方優先にタッチツ

アーを行い、舞台芸術の楽しみ

方の可能性についても探る。

昨年度に開発した３種の音声ガイ

ドを展示形式で体験できるデモ

ンストレーションと、音で観る世

界をより深く探るトークを開催。

演出家として聴覚・視覚障害者へ

のコミュニケーション手段である

手話や音声解説を芸術表現の手

段として作品の中に融合させた

手法を取り入れ、障害のある俳優

たちとの活動で高い評価を得て

いるジェニー・シーレイ氏による、

つくる側にも観る側にも、聞こえ

ない人や見えない人、身体の動

きに制限がある人などがいること

を前提とした演劇ワークショップ。

セッション

［セッション1］ 耳で観ること、目で聴くこと
講師：平塚千穂子、牧原依里、岡野宏治
モデレーター：田中みゆき
2018.5.27（日）13:00–16:00｜アトリエ｜参加者 24名｜無料

［セッション2］ 臨場感のある実況解説
出演：鈴木光裕、松沼雅之
モデレーター：木村覚
2018.6.17（日）13:00–15:30｜大スタジオ｜参加者13名｜無料

［セッション3］ 言葉とリズム
講師：細馬宏通
2018.6.24（日）13:00–16:00｜アトリエ｜参加者 12名｜無料

研究会

2018.7.5（木）、7.12（木）、7.19（木）、7.26（木）、8.9（木）、
9.11（火）、9.13（木）18:30–21:00  計 7回

上演＆トーク

ダンス：捩子ぴじん　
トーク：捩子ぴじん、田中みゆき他
モデレーター：木村覚
2018.9.17（月・祝）14:00 –16:00｜大スタジオ｜参加者130名｜
無料
［タッチツアー］参加者 1回目 7名／2回目 30名

デモンストレーション

ダンサーの足音やダンスの音楽などとともに３種の音声ガイドを
体験できるデモンストレーション。10分間の上演を、ダンサーが
近くで踊っているような感覚で、音声ガイドと共に鑑賞。
2018.6.3（日）14：00 –18：40（各時刻 00分、20分、40分ごとに10
分間上演）｜アトリウム｜参加者 72名（計15回）｜無料

トーク

ダンスと美術、カテゴリーが異なるそれぞれの音声ガイドがどのよ
うにつくられていったのか紹介しながら、観るという行為や音声ガ
イドの可能性について語った。
出演：林建太、田中みゆき
2018.6.3（日）16：00 –17：30｜アトリエ｜参加者 32名｜500円

講師：ジェニー・シーレイ（グレイアイ・シアター・カンパニー芸術監督）
対象者：舞台芸術関係者　文化芸術関係者　
企画コーディネイト：ブリティッシュ・カウンシル
2018.10.27（土）12：00 –15：00｜参加者 26名（計 2回）｜無料
※ 10.26（金）12:00–15:30には、財団職員向けの研修として実施。
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平塚千穂子
ひらつか・ちほこ

早稲田大学教育学部教育学科卒業後、飲食店や

映画館に勤務。2001年にバリアフリー映画鑑賞
推進団体シティ・ライツを設立し、映画館「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。

牧原依里
まきはら・えり

映画監督。1986年生まれ。聾の両親を持つ。小学
2年まで聾学校に通い、小学 3年から普通学校に
通う。大正大学で臨床心理学を専攻。会社に勤め

ながら映画制作を行っている。2013年ニューシネ
マワークショップ受講。2014年Movie-High14
『今、僕は死ぬことにした』（短編映画）上映。

2016年に全編無音の中編映画『LISTEN リッス
ン』を公開。『東京ろう映画祭』のディレクターも務

める。

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
ユーザーとなり、同年治療院『大泉あんしん館』を

開業。2015年より、現代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行なっている。

田中みゆき
たなか・みゆき

アートセンターにて展覧会や公演などの企画に携

わったのち、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

足のファッションションショー』『otto & orabu×
高木正勝 LIVE at Miraikan』（共に 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 without vision”』（2016 年、国際
交流基金）など。プロデューサーとして携わる映画

『ナイトクルージング』が 2019年公開。

鈴木光裕
すずき・みつひろ

野球がきっかけで、筋書きのないドラマと言われ

る「スポーツ」の持つ感動を伝えるアナウンサーの

道を選択。アトランタオリンピックのサッカー中継、

「マイアミの奇跡」と言われている日本対ブラジル

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。

松沼雅之
まつぬま・まさゆき

元プロ野球選手、現在はテレビ埼玉・文化放送で

野球解説者を務める。現役時代は西武ライオンズ

に在籍。1980年から5年連続で二桁勝利を挙げ
るなど、西武ライオンズの黄金時代を支えた。兄は

元西武投手の松沼博久で、西武在籍当時は「松沼

兄（＝博久）」「松沼弟（＝雅之）」と呼ばれていた。

また、東京ドリームスの選手としても活躍。

木村  覚
きむら・さとる

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。専門は美学・ダンス研究。
コンテンポラリー・ダンス、舞踏を中心にパフォーマ

ンスに関する批評活動をしてきた。著書に『未来の

ダンスを開発する　フィジカル・アート・セオリー入

門』（メディア総合研究所）など。

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。専門は人どうし

の声と動作のやりとり分析、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　増補新版』（青土社）など。

岡田利規
おかだ・としき

1973年横浜生まれ、熊本在住。従来の演劇の概
念を覆すとみなされ国内外で注目される。主な受

賞歴は、『三月の 5日間』にて第 49回岸田國士戯
曲賞、小説集『わたしたちに許された特別な時間の

終わり』にて第 2回大江健三郎賞。主な著書に『遡
行　変形していくための演劇論』、『現在地』（とも

に河出書房新社）などがある。2016年よりドイツ
有数の公立劇場ミュンヘン・カンマーシュピーレの

レパートリー作品の演出を3シーズンに渡り務めた。

荏開津広
えがいつ・ひろし

DJ ／執筆／東京藝術大学非常勤講師。主にスト
リート・カルチャーの領域で国内外にて活動。日本

初のラップの展覧会『RAP MUSEUM』（市原湖畔美
術館、2017年）にて企画協力、同じ年に神奈川県立
劇場で行われたPort Bの『ワーグーナー・プロジェ
クト』にて音楽監督。翻訳『サウンド・アート』(フィル
ムアート社、2010年 )。

國分功一郎
こくぶん・こういちろう

哲学者。1974年生まれ。東京大学大学院総合文
化研究科博士課程修了。東京工業大学リベラル

アーツ研究教育院教授。著書に『中動態の世界

─意志と責任の考古学』（医学書院）、『民主主義

を直感するために』（晶文社）、『暇と退屈の倫理学　

増補新版』（太田出版）、『スピノザの方法』（みすず

書房）など。

PROFILES
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