2020 年 9 月 3 日プレスリリース

公演

山口情報芸術センター［YCAM］

篠田千明 新作オンライン・パフォーマンス公演

5 5 5 本足の椅子（ごかけごかけごほんあしのいす）
2020 年 11 月 22 日（日）／ 23 日（月・祝）各日 15:00 開演（14:45 開場）

インターネット（ビデオ会議システム）

オンラインにおける「劇場空間」とは何かー

半世紀以上前のダンススコアから立ち上がる演劇が、さらなる進化を遂げる
山口情報芸術センター［YCAM］では、演劇作家・
演出家の篠田千明（しのだ・ちはる）による新作オンラ
イン・パフォーマンス作品『5 5 5 本足の椅子（ごか
けごかけごほんあしのいす）』の世界初演となる公演を開催

します。
篠田は、これまで分野を越えたクリエイターとの共
作を積極的に行い、演劇の拡張を試みる作品を多数
発表してきました。今回発表する新作は、ダンサー
であるアンナ・ハルプリンの『5 本足の椅子』
（1962

『5 5 Legged Stool』横浜公演（2015 年）© 加藤和也

年）のダンススコアをもとに、篠田が 2014 年に制
作／発表したパフォーマンス作品『5 5 Legged

Stool（ふぁいぶ・ばい・ふぁいぶ・れっぐど・すとぅーる）』をオンライ
ンで展開するものです。半世紀以上前の作品に新
しい解釈を与える、新たな価値を引き出そうとする
本作は、
「演劇とは何か」を問い続ける篠田の活動
を体現する作品です。
劇場外で作品を発表し始めた最初の世代にあたる
ハルプリンの名作を、インターネットを駆使して生
まれ変わらせる本作を通じて、新型コロナウイルス

新作パフォーマンス作品『5 5 5 本足の椅子』のメインビジュアル
デザイン：植田 正

感染症の拡大によって、劇場での作品鑑賞のあり方
が大きく変化する現在、新たな示唆を与えることで
しょう。この機会にぜひご覧ください。

この機会に、取材や記事掲載にご協力いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
お問い合わせ 山口情報芸術センター［YCAM］学芸普及課 広報担当
TEL：083-901-2222 FAX：083-901-2216 メールアドレス：press@ycam.jp
〒 753-0075 山口県山口市中園町 7-7 www.ycam.jp
取材に関するお問い合わせ、プレス用写真等ご入用の方は上記までご連絡ください。
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演劇の拡張を試みる演出家と YCAMによるオンラインパフォーマンス公演
篠田千明（しのだ・ちはる）

©Ryo Oguchi
演劇作家、演出家、イベンター、観光ガイド

1982 年東京生まれ。2004 年に多摩美術大学の同級
「Perception Engineering キックオフ―つなげる身体」

生と劇団「快快 -FAIFAI-」を立ち上げ、2012 年に脱退

（2017 年／山口情報芸術センター［YCAM］）

するまで、中心メンバーとして主に演出、脚本、企画

イスラエル・ガルバン＋ YCAM『Israel & イスラエル』
（2019 年） 撮影：守屋友樹

YCAM における、展覧会や映画上映と並ぶ活動の柱が、ダンスや
演劇などのパフォーミング・アーツ作品の上演です。開館以来、
国内外の優れたパフォーミング・アーツ作品を紹介するととも
に、アーティストと協働しながらメディア・テクノロジーを応用
した新作の制作をおこなってきました。YCAM が野村萬斎や安
藤洋子、イスラエル・ガルバンといったアーティストたちと制作
した作品の多くは、YCAM で発表した後に、国内外のフェスティ
バルなどでも発表され、高い評価を受けてきました。
しかし現在、世界は新型コロナウイルス感染症の世界的流行に

を手がける。以後、バンコクを拠点としソロ活動を続
ける。代表作には作曲家の安野太郎とのコラボレー
ションで製作されたポリフォニー演劇『アントン、猫、
クリ』（2009 年）、チリの作家の戯曲を元にした人間
を見る動物園『ZOO』（2016 年）などがある。2010
年には、快快のメンバーとして演劇作品『Y 時のはな
し』を YCAM で上演。
「テキストからではないやり方でどのように劇を立
ち上げるのか」を考える活動をしてきたが、最近キー
ワードにしているのが「劇のやめ方」である。やめ方
の技術を考えることは、作家としてどう社会と関わる
か、ということに直結していると考え、2020 年は本
番のないリハーサルシリーズを開始した。

直面しています。日本を例にとっても、感染拡大にともなう医療
現場の逼迫や、緊急事態宣言の発令など、過去に類例を見ない規
模で生活に影響が出ています。あらゆる局面で人々が集うこと
に議論を必するようになり、その結果、博物館や劇場、ライブハ
ウスに至るまで、イベントの開催の手法が再考され、社会におけ
る文化のあり方も問い直されています。とりわけパフォーミン
グ・アーツは、鑑賞にあたって舞台上の出演者と観客が一定の密
度をつくり、また一定の時間を密室で過ごすため、大きな影響を
受けています。
そうした中で、劇場文化を守るため、国内外のさまざまな劇場に
おいて、上演や鑑賞のあり方を模索する取り組みが実践されて
います。YCAM においても、こうした変化の中でこそ生まれる
新しい表現の可能性を探究するべく、新たな取り組みとして、演
劇作家・演出家の篠田千明との協働による新作オンライン・パ
フォーマンス作品『5 5 5 本足の椅子』を発表します。
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時間軸と空間軸の拡張から、新たな身体性を見出す
5 本足の椅子
The Five Legged Stool

『5 5 Legged Stool』バンコク公演（2018 年）

今回発表する新作パフォーマンス作品『5 5 5 本足の椅子』は、
身体やスコア、スケッチ、テキストなど、戯曲ではないものか
ら演劇を起こすシリーズ「四つの機劇」のひとつとして篠田が

2014 年に発表した『5 5 Legged Stool』を、オンラインでの実
施に合わせて翻案したものです。
両作の下敷きになっているのは、ポストモダンダンスの旗手と
して知られるダンサーのアンナ・ハルプリンのダンス作品『5 本
足の椅子』
（1962 年）です。この作品には音楽における楽譜、演
劇における戯曲に相当するダンススコアが残されています。し
かしハルプリンのスコアには、異なる 5 人がいつどこで何をす
るのかという内容が記されており、ステップや四肢のポジショ

『5 本足の椅子』のダンススコア
©Anna Halprin Papers, The Elyse Eng Dance
Collection, Museum of Performance + Design
アンナ・ハルプリン（1920 年〜）が 1962 年に発表し
たダンス作品。ハルプリンをはじめとする 5 人の出演
者が登場、恣意的な意味や連続性のない感覚的な体験
として設計された動きを展開する。この作品では、観
客が儀式としての作品に立ち会い、彼らの内面や日常
が変化することを企図していた。音楽はジョン・ケー
ジ作品の演奏で知られるデヴィッド・チュードアと、
テクノの始祖の 1 人としても知られるモートン・サ
ボットニックが手がけた。
ハルプリンにとってのスコアは、いつどこで何をする
のかという活動計画のようなものを指し、上演を試み
る後世のアーティストにとっては思考や試行錯誤のた
めの余白が与えられているといえる。
なお、ハルプリンは、創作において他者と協働する
「ワークショップ」という言葉を初めて使ったアー
ティストとしても知られている。

ンなどを記述した身体のフォームの再現を目指したものとは大
きく異なります。
『5 5 Legged Stool』において篠田は、原作に
登場する 5 人の役を 1 人のダンサーが演じるように演出を施し、
あらかじめ撮影されたダンサーの映像を舞台に重ね合わせるこ
とで、同じ時間軸で進行する 5 人の動きを表現しました。
本作は、公演会場をインターネット上に移すことで、演出と鑑
賞体験を大幅にアップデートしたものです。別々の空間にいる
複数のダンサーを撮影し、配信の過程でそれらの動きをコラー
ジュするほか、ハルプリンに関するリサーチの成果を篠田自身
によるレクチャー・パフォーマンス形式で観客に共有します。
半世紀以上前に記されたダンススコアをもとに、身体の動き、お
よびそれを取り巻く状況を時間と空間の両面を拡張したかたち
で再現を図る本作は、オンラインにおける劇場空間のあり方や、
今日における新たな身体像を提示するでしょう。
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開催概要

篠田千明 新作オンライン・パフォーマンス公演

5 5 5 本足の椅子（ごかけごかけごほんあしのいす）
2020 年 11 月 22 日（日）／ 23 日（月・祝）各日 15:00 開演（14:45 開場）
インターネット（ビデオ会議システム）
※要視聴チケット（チケット購入方法は右欄参照）

チケット情報
発売日：

9 月 5 日（土）10:00 〜
チケット料金：
前売（先着順）

主催：公益財団法人山口市文化振興財団
後援：山口市、山口市教育委員会
助成：文化庁 文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）｜独立行政法人日本芸術文化振興会
共同開発：YCAM InterLab
企画制作：山口情報芸術センター［YCAM］

当日の視聴について：
・各公演日前日に視聴に必要な URL をご購入時にお知らせいただいたお客様
のメールアドレスに送信いたします。

一般：

2,000 円

any 会員・特別割引：

1,000 円

山口市民：

無料

高校生以下（居住地不問）
：

無料

※特別割引 : シニア（65 歳以上）、障がい者
の方が対象
※当日券の販売はございません
※前売券は各公演日前日の 20 時まで販売

・事前に YCAM からのメール（@ycam.jp ／ @ycfcp.or.jp）を受信できるよう設
定ください。
・当日になってもメールが届かない場合は、当日 12 時までにお電話もしくはメ
ールにてご連絡ください。
電話：083-901-2222 E-mail：information@ycam.jp

チケットの購入方法はウェブサイトをご確認ください

ウェブサイト

www.ycam.jp

・本作では演出上、観 客 の 音 声 な ど を 通 じ た 参 加 の お 願 い をすることがあり
ます。ご参加に関しては各自にお任せいたします。
・ご鑑賞の際は、主催者側でビデオ・音声は OFF の設定とさせていただきます。
・ライブ配信のみでアーカイブ配信は行いません。途中から視聴された場合はそ
の時点からの配信となり、巻き戻しての再生はできませんのでご了承ください。

動画視聴における推奨環境、注意事項などについてはウェブサイトをご確認く
ださい。

www.ycam.jp
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