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東アジア文化都市とは
日中韓文化大臣会合での合意に基づいて、日中韓3か国で文化芸術による発展をめざす都市を選定し、さ
まざまな文化芸術イベントなどを実施するものです。これにより東アジアの相互理解を深めるとともに、多
様な文化の国際発信力を高めます。国内では2014年の横浜市に続き、新潟市が開催都市に選定されました。
What is the “Culture City of East Asia” ?
Based on the agreement at the Trilateral Cultural Ministersʼ Meeting, China, South Korea and Japan
jointly select a city from the region every year to designate as the Culture City of East Asia. By hosting
a wide range of cultural and artistic events, it aims to foster mutual understanding and sense of unity
as well as to enhance international information transmission of highly diverse cultures in the region.
Following Yokohama for 2014, Niigata has been selected to be the Culture City of East Asia for 2015.
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開催概要
東アジア文化都市2015新潟市

Culture City of East Asia 2015, NIIGATA

NIDF2015― 新潟インターナショナルダンスフェスティバル

NIDF2015 Niigata International Dance Festival

主催：新潟市、公益財団法人新潟市芸術文化振興財団

メイン会場：りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館

Organized by Niigata City, and Niigata City Art and
Culture Promotion Foundation
Co-organized by Culture City of East Asia 2015, NIIGATA
Supported by Hong Kong Economic and Trade Office (Tokyo),
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region

http://noism.jp/nidf2015

Venue : Theater, RYUTOPIA Niigata City Performing Arts Center

共催：「東アジア文化都市2015 新潟市」実行委員会
特別協力：香港特別行政区政府 駐東京経済貿易代表部

プログラム

PERFORMANCE
8月21日［金］
【韓国・大邱

Daegu, Korea】

大邱市立舞踊団（DCMDC）
Daegu City Modern Dance Company

『Moon-Looking Dog』／新作『I Saw the Elephant 』より第2部
Moon-Looking Dog / I Saw the Elephant (The Second Act)

メッセージ

8月28日［金］
【中国・香港 Hong Kong, China】

ここ新潟は、日本で唯一大陸側に位置する政令市です。太平洋側の都市が日本に於ける海外への表口だとすれば、新潟は海外へ

城市当代舞踊団（CCDC）

の裏口です。日本の鎖国時代にも、新潟は北前船などによって常に国際的に開かれた都市でありました。

City Contemporary Dance Company

昨今、日中韓は歴史問題や領土問題に揺れ、国家間の対立は国民を不安にさせるには十分なものになっています。そして今、日本
は経済による国際貢献ではなく、軍事的な力によってその立場をなんとか保持しようとしているようにもみえます。
このような時代にあって、互いの 差異によって豊穣

となり、互いの 類型によって普遍性を感得 することにその真価のある、
「文

化」による国際交流事業を行うことは、我々文化に携わる者の責務ですらあると感じています。

『As If To Nothing』
As If To Nothing

9月4日［金］
【日本・新潟 Niigata, Japan】

そしてこの交流事業が、アジアに於ける劇場文化政策の課題、21世紀国際社会に於けるアジアの役割について考察するきっかけと

Noism0（ノイズムゼロ）

なることを願っています。

新作『愛と精霊の家』
新潟インターナショナルダンスフェスティバル

The House of Spirit

アーティスティックディレクター

金森 穣［新潟市文化創造アドバイザー］

The only city on the continent coast designated by national ordinance, Niigata is Japanʼs backdoor gateway to overseas in
a country where the Pacific coast has long been the privileged locus for exchange. In fact, the city has always been open to
international trade, formerly conducted by kitamaebune (northern-bound cargo ships) even during the Edo period (17th to
mid-19th C) when Japan maintained a closed-door policy.

DISCUSSION PROGRAM
8月23日［日］
文化鼎談 劇場専属舞踊団の課題とアジアの未来
Agenda for Residential Dance Companies and the Future of Asia

会場：新潟県民会館〈小ホール〉
Venue: Small Hall, Niigata Prefectural Civic Center

In recent years, Japan has been experiencing increasingly strained relations with China and the two Koreas due to conflicts
over wartime history and territorial disputes. These state-level conflicts are fierce enough to push everyone in these
countries into a heightened state of nervous anxiety. And right now, it looks like Japan is trying to maintain its position by
enhancing its military power rather than by making economic contributions to the international community.
In such times, it is the duty of those engaged in arts and culture to promote and carry out international exchange through
culture. When we encounter something different our cultures can grow richer, and when we find similarities we feel that

登壇者：ホン・スンヨプ［大邱市立舞踊団 芸術監督］、ウィリー・ツァオ［城市当代舞踊団 芸術監督］、金森穣［Noism 芸術監督］
Talkers: Sung Yop Hong (Artistic Director, Daegu City Modern Dance Company)
Willy Tsao (Artistic Director, City Contemporary Dance Company)
Jo Kanamori (Artistic Director, Noism)

TICKETS

culture is universal. Such is the true value of the cultural exchange we must embrace.

3公演セット券 10,000円

As Artistic Director of the Niigata International Dance Festival, I sincerely hope that this festival will provide us with an

2公演セット券

opportunity to reflect not only upon the agenda of our theater policy in Asian countries but also upon the regional role we

単券

can play within a global society of the 21st century.
Jo Kanamori
Niigata City Advisor on Culture and Arts
Artistic Director,
Niigata International Dance Festival
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8,000円

＊DCMDC & Noism0 もしくは CCDC & Noism0

大邱市立舞踊団

一般4,000円、学生3,200円

城市当代舞踊団

一般4,000円、学生3,200円

Noism0

一般5,000円、学生4,000円

文化鼎談

入場無料

Niigat a International Dance Fes tival 2015 Repor t
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主催者挨拶
「NIDF2015 新潟インターナショナルダンスフェスティバル」を、このように盛大に開催できますことを心からうれしく思います。本市は、

「NIDF2015 新潟インターナショナルダンスフェスティバル」の開催を心よりお祝い申し上げます。新潟市は韓国の清州市、中国の青島

文化芸術が持つ創造性を生かしたまちづくりを積極的に進めています。今年は「東アジア文化都市」の国内代表都市に選定いただき、

市と共に「東アジア文化都市 2015」に選定され、韓日中の 3 カ国で文化交流を通じて相互理解を深め、多様な文化の国際発信力を

年間を通して中国の青島市、韓国の清州市との交流事業をはじめ、さまざまな文化芸術イベントを展開しています。この NIDF2015 も、

高める事業を進めています。このような「東アジア文化都市 2015」事業の一環として韓日中のダンスを通じ、国際交流活動を強化す

東アジア文化都市事業の目玉のひとつとして開催いたしますが、日中韓のコンテンポラリーダンスカンパニーが新潟に集まり、交流を深

るため今回ダンスフェスティバルを開催されたことはその意味がとても深いと考えます。言葉や文化が違っても同じジャンルの舞踊を通

めることで 3 カ国の文化交流の促進に繋がるものと確信しています。

じて新しい発見や絆が生まれることと思いますが、それが結果的に観客にも伝わり、延いては東アジア地域における相互理解へ大きな

、大邱市立舞踊団（韓国）の皆さまの公演をはじめ、
NIDF2015 では、普段なかなか見ることができない城市当代舞踊団（中国・香港）

貢献を果たすことに繋がると思います。今回を機にこの交流が定期的に続く恒例行事になることを願いつつ、ダンスフェスティバルに参

新たに立ち上がったプロジェクトである Noism0（日本）の公演があり、ダンスファンの方々とっては、まさに必見のステージと言っても

加した多くの方々のご健勝と発展を祈念いたします。

過言ではないでしょう。また、出演者の皆さまにとっても、他国のダンス表現を体感できる大変良い機会であり、そこから新たな化学

駐新潟大韓民国総領事

趙 建煕

反応が生まれることを期待しています。是非、これを機会に日中韓の絆を深め、来年以降もダンスによる文化交流を続けていただきた
いと思います。結びに、ご出演団体の皆さまをはじめ、この NIDF2015 の開催に尽力いただいた関係の方々、そして本日会場に足を
お運びいただいた皆さまに感謝申し上げ、私のあいさつといたします。

I would like to express my heartfelt congratulations upon holding of the Niigata International Dance Festival. Niigata City, together with Cheongju
City of Korea and Qingtao City of China, has been selected as a Culture City of East Asia 2015. Three countries now work closely to carry

新潟市長

on projects to strengthen the ability to transmit our diverse cultures internationally, while deepening mutual understanding through cultural

「東アジア文化都市 2015 新潟市」実行委員会会長

exchange. I think it is very meaningful that the Niigata City holds the dance festival, as part of the Culture City of East Asia 2015 events, to enhance

篠田 昭

international exchange programs through dance performances from China, Japan and Korea. Even if cultures and languages differ, performers
will find new understandings and ties through the dance performances of the same genre, and the newly created sentiments would proliferate
to the audience. I believe this will widely contribute to deepening and expanding the mutual understanding of the East Asian region. Through

I am very pleased to be able to host the Niigata International Dance Festival 2015. Niigata City has been proactively working on the city

this opportunity, I hope our exchange through dance performance will continue on and the festival will be held on a regular basis in the future. In

development utilizing creativity of culture and arts. Niigata was selected as a Culture City of East Asia 2015 to represent Japan, and will be

conclusion, I would like to extend my best wishes for continued health and happiness of all those who participate in the festival.

organizing a variety of cultural art events throughout the year, including the exchange programs with Qingtao City, China and Cheongju City,

CHO Kun-hee

Korea. The NIDF 2015 is one of the main events that Niigata City holds as a Culture City of East Asia. Contemporary dance companies from China,

Consul-General

Korea, and Japan gather in Niigata to deepen exchanges, which I believe will lead to a further development of cultural ties among three countries.

Consulate-General of the Republic of Korea in Niigata

The City Contemporary Dance Company (Hong Kong, China), the Daegu City Modern Dance Company (Korea), and a newly-established dance
project Noism0 (Japan) will offer must-see performances for dance fans. I expect that this event provides the performers with opportunities to
understand and feel the difference in expressions of other companies, resulting in the generation of new innovative ideas. Furthermore, I hope
that the NIDF will help deepen the relations among three countries, and the exchanges through dance performances will continue for the years
to come. In conclusion of my greeting, I would like to express my sincere gratitude to the performers, to those who worked hard to hold the NIDF
2015, and to all of you who have come to see the performance today.
Akira SHINODA

この度、
「 NIDF2015 新潟インターナショナルダンスフェスティバル」の開催に際し、私は中国駐新潟総領事と致しましてお祝い申し上
げます。そして、東アジア文化都市イベントのためにご尽力いただきました中日韓 3 カ国の関係者の方々に衷心より感謝を申し上げます。
新潟インターナショナルダンスフェスティバルは中日韓東アジア文化都市イベントの一つとして、今年初めて開催されます。中国の香港・

Mayor, the City of Niigata
Chairperson of the Culture City of East Asia 2015 NIIGATA

日本の新潟・韓国の大邱のダンサーたちが美しいダンスの姿や優れた表現力でそれぞれの国が芸術と平和への理解と追求を披露しま

Executive Committee

す。今回のイベントを契機として、香港が中国に返還されて 18 年にわたって発展された今、人々の生活ぶりやその姿を新潟の方々に
お伝えできたらと思います。このイベントを通じて、中日韓 3 カ国がダンスで友情を深め、交流を増進し、平和と友好の精神を広く伝
えてゆくプラットフォームとなることを期待し、今回の新潟インターナショナルダンスフェスティバルのご成功を心よりお祈り申し上げます。
中華人民共和国駐新潟総領事

何平

As the Chinese Consul-General in Niigata, I congratulate you on the opening of the Niigata International Dance Festival. I also wholeheartedly thank
the Chinese, Japanese and Korean people who have worked so hard to make this Clture City of East Asia event a success. The Niigata International
Dance Festival is being held for the first time this year as part of the Culture City of East Asia program organized by China, Japan and Korea.
Through their beautiful dances and brilliant expressive power, dancers from Hong Kong in China, Niigata in Japan and Daegu in Korea, will present
each country's understanding and pursuit of artistic creation and peace. Hong Kong was returned to China eighteen years ago. I hope that this
festival will be an opportunity for us to bring the people of Niigata up to date on how the people of Hong Kong live, and how they look at present.
I expect that this festival will be a platform on which our three countries: China, Japan and Korea will deepen friendly relations through dance,
promote exchanges and spread the spirit of peace and friendship. At last, with all my heart, I wish the Niigata International Dance Festival a great
success.
He Ping
Consul-General
Consulate-General of the Peopleʼs Republic of China in Niigata
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NIDF2015 アーティスティックディレクターメッセージ
＊来場者にお配りしたパンフレットに記載したあいさつをここに転載させていただきます。

皆様、本日は「東アジア文化都市 2015 新潟市」事業、第 1 回 NIDF2015 新潟インターナショナルダンスフェスティバルにご来場い

Dear Guests,

ただきまして、誠に有難うございます。世界の舞踊団を新潟に招く国際ダンスフェスティバルの開催は、私が新潟に移住して以来 11 年間、

Thank you very much for coming today to the first Niigata International Dance Festival (NIDF2015), a project organized under the auspices of

常に実現の可能性を模索し、新潟に暮らす文化人としていつか必ず実現せねばならぬと、胸に抱き続けてきた構想です。この度その念

the City of Niigata, Culture City of East Asia 2015. To create an international dance festival inviting companies from around the world to Niigata

願がついに実現され、新潟の可能性、そして劇場文化の可能性をまたひとつ開示できる事を、心より嬉しく思います。

is something I, as a Niigata resident dedicated to arts and culture, have dreamed of since first moving here 11 years ago. Since then, I ʼve spent
many hours imagining how we might make it a reality. Finally today, this dream of mine comes true. I am overjoyed that this festival is revealing

新潟市は日本が鎖国状態にあった江戸時代ですら、北前船などによる文化交流を隣国である中韓と盛んに行い、人と人との交流を深

both a new potential for this city and for theatrical performance in this country.

めることにより、国同士の絆を紡いできました。しかし、明治期の産業革命による鉄道の普及によって北前船の役割は減退し、新潟港

Niigata is a city which, even during the 17th-19th C Edo Period ̶ when the shogunate forced its closed-door policy upon this country ̶maintained

がその賑わいを失い始めたと同時に、新潟本来の国際性が薄れ、その可能性も萎縮してしまったといわざるを得ません。2015 年現在、
戦後もっとも冷え切ったと言われている日中韓の関係下において、大陸に隣接する唯一の政令指定都市である新潟が、その本来の姿で

international trade and cultural exchange with the neighboring countries of China and Korea through the kitamaebune (literally, northbound
cargo ships) and nurtured relationships with the people of those countries. Yet, after the Meiji Restoration in the late 19th C, the railroad
network brought by the industrial revolution replaced the kitamaebune, the bustling port of Niigata became quiet, and the city lost its
cosmopolitan air. Nonetheless, Niigata is still today the only national-ordinance-designated city on Japanʼs western coast facing the continent.

ある国際交流を再構築していくことは、新潟で文化に携わる者の責務であると感じています。
韓国・大邱から大邱市立舞踊団、
中国・香港からは城市当代舞踊団を招聘いたしました。この 2 つの舞踊団は、
第 1 回目となる NIDF では、
共に自国で唯一の専門的活動を行うコンテンポラリー（同時代的表現を創作する）舞踊団です。専属の舞踊家たちは生活保障を受け、

Especially in the 2015 current political climate when Japanʼs relations with China and the two Koreas face their greatest challenges since World
War II, it is the duty of those of us dedicated to the arts and culture to restore Niigataʼs role as a base of international exchange and friendship.
For this first NIDF, we are inviting the Daegu City Modern Dance Company from Daegu, Korea and the City Contemporary Dance Company
from Hong Kong, China, two companies which are the only one in their respective countries to specialize in the creation of contemporary

活動拠点とする街や国の文化の一翼を担う集団として活動しています。それは新潟市が世界に誇る舞踊団である Noism と同種の活動

dance expression. With their dancers fully employed, these two companies represent a substantial part of the culture in the cities and the

形態を持つ「姉妹舞踊団」であるということです。文化がその差異によって豊穣となり、その類型によって普遍性を見出すことに真価を

countries where they are based. In this sense, they are like sister-companies with Noism, Japanʼs first residential dance company of a public

宿すとすれば、NIDF2015 はまさにその真価を提示するに相応しいものとなるでしょう。

art centre, based in Niigata. If the true value of cultural exchange lies in the cultural riches found through encountering difference, and if we
also feel culture is universal through our discovery of similarities in that place, then there could be no other vessel than NIDF2015 better able

この度、一面識もない日本人である私からの呼びかけに答え、ここ新潟での公演をご決断くださった大邱市立舞踊団芸術監督のホン・

to convey this message.

スンヨプさん、そして城市当代舞踊団芸術監督のウィリー・ツァオさんに、心から感謝申し上げます。そして本事業の実現のために御

I would like to thank Mr. Willy Tsao, Artistic Director of the City Contemporary Dance Company, and Mr. Sung Yop Hong, Artistic Director

尽力いただきました各国関係者の皆様に、心より御礼申し上げます。

of the Daegu City Modern Dance Company for having responded to an invitation from someone whom they had never met before and for
deciding to come to Niigata to present their work. Equally, I would like to extend my gratitude to all the people from our partners in China,

NIDF2015 が、文化性において日中韓の相互理解を深める場となり、21 世紀国際社会におけるアジアの可能性と西洋の模倣ではない

South Korea and Japan for their contribution in making this project a reality.

アジアの発展を、国を超えて共に考察するきっかけとなることを願っています。

I truly hope that NIDF2015 will become a place for better mutual understanding among the three countries and for us all to come together
photo: Kishin Shinoyama

新潟インターナショナルダンスフェスティバル
アーティスティックディレクター

beyond individual borders to imagine how Asia can develop its own future - far beyond the example offered by the West - and how it can
become an integral part of international society in the 21st Century.
Jo Kanamori
Artistic Director,
Niigata International Dance Festival

金森 穣

Jo Kanamori
Theater Director, Choreographer, and the Artistic Director of RYUTOPIA Niigata City Performing Arts Center Dance Division and its residential dance
company Noism. Moved to Europe by himself when he was 17 years old, and studied under Maurice Bejart. Approved of his talent by Jiri Kylian, Kanamori

金森 穣

made his debut as theater director and choreographer at age 20. After ten years of working for several dance companies in Europe, he returned home

演出振付家、舞踊家。りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館舞踊部門芸術監督、Noism 芸術監督。17 歳で単身渡欧、モーリス・ベジャール等に師事。イリ・キリアンに

and established Noism, Japanʼs first residential dance company of a public art center in 2004. Kanamori has been the advisor in arts policy for the city of

その才能を認められ 20 歳で演出振付家デビュー。10 年間欧州の舞踊団で活躍後、帰国。2004 年、日本初の劇場専属舞踊団 Noism を立ち上げる。14 年より新潟

Niigata since 2014. He has won many awards including the prestigious Japanese Minister of Education, Culture, Sport, Science and Technology Award.

市文化創造アドバイザー。平成 19 年度芸術選奨文部科学大臣賞、平成 20 年度新潟日報文化賞ほか受賞歴多数。

Noism
りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館を拠点に活動する日本初の劇場専属舞踊団。演出振付家・舞踊家の金森穣がりゅーとぴあ舞踊部門芸術監督に就任したことにより、

2004 年 4 月設立。正式メンバーで構成されるプロフェッショナルカンパニー Noism1（ノイズムワン）と研修生が所属する Noism2（ノイズムツー）の 2 つのカンパニー
からなり、日本国内をはじめ海外 8 か国 11 都市でも公演を行っている。09 年にはモスクワ・チェーホフ国際演劇祭との共同制作、11 年にはサイトウ・キネン・フェスティ
バル松本制作のオペラ＆バレエにカンパニーとして参加する等、その活動は多岐に渡り、新潟から世界を見据えたカンパニー活動と、舞踊家たちの圧倒的な身体によって
生み出される作品は、国内外で高い評価を得ている。設立から 10 年以上を経た今なお国内唯一の公共劇場専属舞踊団として、21 世紀日本の劇場文化発展の一翼を担
うべく、常にクリエイティブな活動を続けている。第 8 回朝日舞台芸術賞舞踊賞受賞。www.noism.jp
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Noism
The residential dance company of RYUTOPIA Niigata City Performing Arts Center, Japan's first residential dance company of a public art center. Noism
was established as a residential dance company in April 2004 when artist Jo Kanamori was invited to serve as Artistic Director of the Dance Division by
RYUTOPIA Niigata City Performing Arts Center.There are two companies within the company: the Noism1 with professional dancers and the Noism2 with
apprentices. The company has performed in 11 cities in 8 countries overseas. Activities are wide-ranging, in 2009 has performed Nameless Poison – black
monk co-production with Chekhov International Theatre Festival and In August 2011, Noism was invited to the prestigious classical music festival, the
Saito Kinen Festival Matsumoto 2011, directed by Seiji Ozawa. Global activity based in Niigata and the works that sculpted the dancer's bodies has gained
a high reputation from home and abroad. Today after more than 10 years since establishment, Noism continued to create activities, in order to play a
theater cultural development of part of the 21st century Japan. Asahi Performing Arts Awards 2008, Dancer Award winner.
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I Saw the Elephant (The Second Act)

【韓国・大邱 Daegu, Korea】

大邱市立舞踊団（DCMDC）
Daegu City Modern Dance Company

『Moon-Looking Dog』／
新作『 I Saw the Elephant』より第 2 部
Moon-Looking Dog / I Saw the Elephant (The Second Act)
「自我の探究」をテーマに創作する振付家、ホン・スンヨプ。ホン
が国際的評価を受けるきっかけとなった出世作『Moon-Looking

Dog』と、大邱市立舞踊団芸術監督就任後初の振付作品であり、今
回の新潟公演のために第 2 部を中心に再構成した、新作『I Saw the

Elephant 』を上演。
The program consists of two pieces choreographed by Sung Yop Hong
with the exploration of the self as the main theme: Moon-Looking Dog,
the piece which has earned the choreographer his international fame;
and his latest creation I Saw the Elephant, which is going to be specially
recreated for our festival in Niigata this time based on the second part
of the piece with the same title which he choreographed right af ter
becoming the artistic director of the DCMDC.

芸術監督・振付：ホン・スンヨプ／副芸術監督：キム・ヨンファ／トレーナー：
チャン・イスク／音楽：キム・テグン、イ・ヨンロク **、キム・テワン ** ／
舞台美術：オム・ジンソン、オム・スンハン／衣裳：ホン・スンヨプ *、チュ・
ヒョスン ** ／照明：シン・ソンファン、チョン・イルマン／舞台監督：カン・
ヒスン／カンパニーマネージャー：イ・オクジン
出演：イ・クァンジン、チョン・ジンウ、パク・チョンウン、オ・チャンミョン、
キム・ブンソン、チェ・サンヨル、ムン・ジンハク、チョン・ミョンジュ、カン・
ジュキョン、ソ・ヘヨン、パク・ソンファ、キム・ドンスク
*『Moon-Looking Dog』**『I Saw the Elephant 』
Ar tistic Direc tor & Choreographer: Sung Yop Hong / Vice Ar tistic
Director: Yong Hwa Kim / Trainer: Yi Sook Jang / Music:Te Kn Kim, Young
Rok Lee (ISE), Tae Wan Kim(ISE) / Stage Set: Jin Seon Eom / Stage Set
Staff: Sung Hun Eom / Costumes: Sung Yop Hong (MLD), Hyo Soon Joo
(ISE) / Lighting Director: Seong Hwan Shin / Lighting Staff: Il Man Jeong /
Stage Manager: Hee Soon Kang / Company Manager: Ok Jin Lee
Performers: Kwang Jin Lee, Jin Woo Jung, Jung Eun Park, Chan Myung
Oh, Bun Seon Kim, Sang Yeul Choi, Jin Hak Mun, Moung Joo Jung, Ju
Kyung Kang , Hae Young Seo, Seon Hwa Park, Dongsuk Kim
(MLD = Moon-Looking Dog; ISE = I Saw the Elephant)

大邱市立舞踊団

韓国で初めての公立現代舞踊団として、1981 年設立。毎年 2 回の定期公演のほか、
韓国内のみならずアジア、ヨーロッパなどの海外公演も行い、活発な活動を続けている。

14 年 11 月、6 代目の芸術監督として、振付家ホン・スンヨプを迎え、45 名の団員と共に、
レベルの高いダンスで韓国の現代舞踊の発展に寄与している。

Daegu City Modern Dance Company
The first public contemporary dance company in South Korea, the Daegu City Modern
Dance Company (DCMDC) was established in 1981. It produces two new creations
every year, and tours around the country as well as the other countries in Asia and
Europe. In November 2014, Sung Yop Hong became its sixth artistic director. With its 45
members and high-quality works, the company has been significantly contributing to the
development of the contemporary dance scenes in South Korea.
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I Saw the Elephant（The Second Act）
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【中国・香港 Hong Kong, China】

城市当代舞踊団（CCDC）
City Contemporary Dance Company

『As If To Nothing』
国際的振付家サン・ジジアによる『As If To Nothing』は、観客を興奮の渦
に巻き込むインタラクティブなマルチメディアパフォーマンス。ディクソン・ディー
の電子音楽、エイドリアン・ユンの映像を配し、フィジカルかつエモーショナル
な身体が交差するパワフルな作品。
Created by the internationally renowned choreographer Sang Jijia, As If To Nothing
is an adrenaline-packed, interactive multimedia work featuring the electronic
music by Dickson Dee, the video images by Adrian Yeung, and the extremely
physical, as well as emotional, body of the dancers of the flagship contemporary
dance company of Hong Kong.

芸術監督：ウィリー・ツァオ／芸術監督補佐：リンゴ・チャン／振付・舞台美術：サ
ン・ジジア／技術監督：アンサー・ラム／マネージングディレクター：レイモンド・ウォ
ン／作曲・演奏：ディクソン・ディー／オリジナル照明デザイン：ゴウ・ブーン・アン
／照明デザイン監修：ロウ・シーホウ／衣裳：チャーリー・フン／映像：エイドリア
ン・ユン／プロダクションマネージャー：カン・クァン／舞台監督：オリヴィア・ツェー
／舞台監督助手：クリツ・チョウ、フォク・シューウィン／映像操作：ジェス・チャン
／衣裳管理：リンダ・リー／ツアーマネージャー：ミランダ・リー
出演：ブルース・ウォン、ボボ・ライ、ペギー・ラム、ノエル・ポン、シャーリー・ロック、
チャオ・ヤン、アイヴァン・チェン、ツェキー・ツェー、ケビン・マック、テリー・ツァン、
ナタリー・マック、マルヴィナ・タム、ドミニク・ウォン、リー・カーキー
カンパニー助成：香港特別行政区政府
Ar tis tic Direc tor: Willy Tsao / A s sis t ant Ar tis tic Direc tor: Ringo Chan /
Choreographer & Set Designer: Sang Jijia / Technical Director: Anther Lam /
Managing Director: Raymond Wong / Composer & Live Music Performer: Dickson
Dee / Original Lighting Designer: Goh Boon Ann / Executive Lighting Designer:
Low Shee Hoe / Costume Designer: Charfi Hung / Video Artist: Adrian Yeung
/ Production Manager: Kan Kwan / Stage Manager: Olivia Tse / Deputy Stage
Manager: Krizce Chow / Assistant Stage Manager: Fok Shu-wing / Video Operator:
Jess Cheung / Wardrobe Manager: Linda Lee / Tour Manager: Miranda Li
Performers: Ivan Chan, Bobo Lai, Peggy Lam, Lee Ka-ki, Shirley Lok, Kevin Mak,
Natalie Mak, Noel Pong, Qiao Yang, Malvina Tam, Terry Tsang, Tseky Tse, Bruce
Wong, Dominic Wong
City Contemporary Dance Company is financially supported by the Government of
the Hong Kong Special Administrative Region.

城市当代舞踊団

創設者であり現芸術監督であるウィリー・ツァオのディレクションのもと、城市当代舞踊団（CCDC）

は 35 年の長きにわたり、数多くの優れた現代舞踊作品の上演により香港の観客を刺激し感動さ
せ続けている。1979 年の創設以来、他分野のアーティストとの画期的なコラボレーションや海外
からもアーティストを招聘しながら、200 本以上のオリジナル作品を制作。活気に溢れ多様な顔
「香港の現代芸術の魂」と評
を持つ香港文化の力強さと創造性を背景に持つ CCDC の活動は、
されている。

City Contemporary Dance Company
For 35 years under the leadership of Founder and Artistic Director Willy Tsao, City Contemporary
Dance Company (CCDC) has inspired and excited audiences by performing superb contemporary
dance pieces. Founded in 1979, CCDC has produced more than 200 original works to critical acclaim,
presenting innovative collaborations with outstanding artists from other media and with artists from
around the world. Acclaimed as the artistic soul of contemporary Hong Kong , CCDC is renowned
for reflecting the vigour and creativity of Hong Kongʼs vibrant, multifaceted contemporary culture.
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【日本・新潟 Niigata, Japan】

Noism 0
ノイズムゼロ

新作『愛と精霊の家』

The House of Spirit

水 と土 の 芸 術 祭 2 0 1 5 参 加 作 品
Water and Land Niigata Art Festival 2015

金森穣と井関佐和子によるプライベートユニット「unit-Cyan」が 2012 年
に発表した『シアンの家』をもとに、人類の普遍的テーマ、永遠のテーマ

1人の男優と3 人の男性舞踊家は愛の多面性を、
人形・
である愛と死を描く。
舞踊家・妻・母になれぬ女を演じる女性舞踊家は、愛の孤独を象徴する。
永劫回帰を繰り返す男と女の魂は、夢幻の境を彷徨いながら、愛を求め
て 1 人さすらう。
Based on the performance piece entitled The House of Cyan（2012), created
by "unit-Cyan", the private unit of Sawako Iseki and Jo Kanamori, The House of
Spirit explores the universal theme of love and death, narrated by the spirits.
While the four men (one actor and three dancers) represent the multifaceted
love of men, the female dancer who plays the four roles of a dancer, a doll, a
wife, and a woman who fails to become a mother, symbolizes the solitude of
the female love. Trapped in the endless reincarnation, the souls of these men
and women drift on in a phantasmal world in a lonely pursuit of love.

演出振付：金森穣／美術：須長檀／衣裳：中嶋佑一／映像：遠藤龍／照明：
、金森穣／舞台監督：尾﨑聡
伊藤雅一（RYU）
出演：井関佐和子、山田勇気、小㞍健太、奥野晃士、金森穣
原案：シアンの家（初演：2012 年 9 月 1 日 高知県立美術館）
『椅子』ウージェーヌ・イヨネスコ（安堂信也 訳）
使用テキスト 原作：
著作権代理：株式会社フランス著作権事務所
助成：一般財団法人地域創造
Artistic Directer & Choreographer: Jo Kanamori / Set Designer: Dan Sunaga /
Costume: Yuichi Nakashima / Video: Ryu Endo / Lighting Designer: Masakazu Ito
(RYU), Jo Kanamori / Stage Manager: So Ozaki /Performers: Sawako Iseki, Yuki
Yamada, Kenta Kojiri, Akihito Okuno, Jo Kanamori
*This work is based on The House of Cyan (premiered on September 1, 2012 at
the Museum of Art, Kochi)
Original text: "LES CHAISES" by Eugène Ionesco
Copyright agency: Breau des Copyrights Français
Supported by Japan Foundation for Regional Art-Activities

Noism 0
りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館を拠点に活動する日本初の劇場専属舞踊団 Noism の
プロジェクトカンパニー。Noism は、演出振付家・舞踊家の金森穣がりゅーとぴあ舞踊部
門芸術監督に就任したことにより 2004 年に設立。プロフェッショナルカンパニー Noism1
と研修生カンパニー Noism2 で構成され、新潟から世界を見据えたカンパニー活動と、舞
踊家たちの圧倒的な身体によって生み出される作品は、国内外で高い評価を得ている。15
年、新たなプロジェクトカンパニー Noism0 を立ち上げ。舞踊に限らず、演劇、音楽、美術
等それぞれのジャンルで専門的経験を積んだ芸術家が集うプロジェクトとして公演を行う。

Noism 0
A project company within Noism, the residential dance company of RYUTOPIA Niigata City
Performing Arts Center, Japanʼs first residential dance company of a public art center. Noism
was established in 2004 when the choreographer and dancer Jo Kanamori assumed the position
of the artistic director of the dance division of RYUTOPIA. There are two companies within
the company: the Noism1 with professional dancers and the Noism2 with apprentices. As a
whole, the Niigata-based company has been enjoying international acclaim for its powerful
performances and aspires to become a world-class dance company. In 2015, the new project
company Noism0 has been formed to bring established artists from not only dance but also
theater, music and visual arts together to develop a new line of works.
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アフタートーク

NIDF2015 DISCUSSION PROGRAM

Post performance talk

各公演終了後にはアフタートークが行われた。毎回、冒頭に新潟市長が登壇して公演に対する感謝と感想を述べた。トークでは NIDF
アーティスティックディレクターの金森穣が聞き手を務め、演出や振付の創作方法などの質問が交わされ、観客にとっては今見たばか
りの舞台表現に対する専門性の高い話を聞ける貴重な機会となった。サン・ジジアが口にした、
「いつかあなたと（金森）と一緒に踊り
たい」という言葉には、会場から温かな拍手が送られた。Noism0 アフタートークは出演者全員が登壇する豪華なトークとなった。
登壇者

大邱市立舞踊団
城市当代舞踊団

Noism ０

ホン・スンヨプ×金森穣

サン・ジジア×金森穣

文化鼎談「劇場専属舞踊団の課題とアジアの未来」

8 月23 日［日］14:30―16:30
会場：新潟県民会館〈小ホール〉

［登壇者］

ホン・スンヨプ ︱ 大邱市立舞踊団芸術監督
ウィリー・ツァオ︱ 城市当代舞踊団芸術監督
金森穣 ︱ りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館専属舞踊団 Noism 芸術監督

井関佐和子×山田勇気×小㞍健太×奥野晃士×金森穣

この文化鼎談には、韓国・中国・日本のコンテンポラリー舞踊団

会があり、アメリカの大学でビジネスアドミニストレーションを

の芸術監督3名が登壇した。プロジェクト毎に舞踊家を雇用す

学び、ダンスの学位を修得して帰国しました。帰国後、同じよ

ることがスタンダードなコンテンポラリー舞踊界において、舞踊

うな経験を持つ人がいることが分かり、そのメンバーで一緒に

家を年間を通じて雇用する公立の劇場専属舞踊団は、日本で

舞踊団を始めました。

は金森穣が芸術監督を務めるNoismが唯一の存在だ。同様に、 金森―ホンさんは自ら舞踊団を立ち上げて長く運営してらっ

中央が大邱市立舞踊団芸術監督で上演作品の振付家でもあるホン・スンヨプ。

中央が城市当代舞踊団の専属振付家で上演作品『As If To Nothing』を振り付けた

通訳は崔柄珠。

サン・ジジア。通訳は土屋二葉。

韓国では、ホン・スンヨプが芸術監督を務める大邱市立舞踊団

しゃったと伺っていますが、その舞踊団はどのように作られたの

が舞踊家を年間雇用する韓国で唯一の公立舞踊団である。ウィ

でしょうか？

リー・ツァオが芸術監督を務める城市当代舞踊団は、半官半民

ホン―韓国にはダンスの基礎が大学のアカデミズムを通じて

で運営されていることから、公立ではないのだが、舞踊家を年

構築されるという特殊な状況があります。私自身は大学のシス

間雇用しているという点では、Noismおよび大邱市立舞踊団

テムを介したダンスで一生ダンスを続けていくことを難しいと感

と同じ形態を持っている。つまり、この鼎談はそれぞれの国で、

じていたため、信頼してくれる後輩達と韓国で初めての民間舞

非常に似通った形で運営されている舞踊団の芸術監督が一堂

踊団Dance Theatre Onを設立しました。1993年のことです。

に会した議論の場であったのである。舞踊団のあり方や日常の

このDance Theatre Onは17年間続きましたが、何度も解散

トレーニング、そして舞踏団の社会的意義について議論を交わ

の危機があり、どうしてもダメだとなった時に、タイミング良く

し、より深い本質的な交流を持つことで、広く劇場専属舞踊団

国立現代舞踊団の芸術監督に就任することができました。それ

のあり方を世に問う機会となった。

が2010年です。国立現代舞踊団での契約が2013年で満了し、
その後はドイツのバレエ団で振付をしました。そして帰国後に

左から金森、小㞍、井関、山田、奥野

レセプション

Reception

大邱市立舞踊団と城市当代舞踊団の公演後には、関係者が参加してレセプションが行われ、Noism に所属する舞踊家やスタッフらと
各舞踊団の交流がもたれた。新潟市長の篠田昭と NIDF アーティスティックディレクターの金森穣をはじめ、大邱市立舞踊団のレセプ
ションでは駐新潟大韓民国総領事チョ・コンヒ、大邱市立舞踊団芸術監督ホン・スンヨプ、城市当代舞踊団のレセプションでは中華
人民共和国駐新潟総領事館 教育総領事チョウ・エンショウ、香港特別行政区政府 駐東京経済貿易代表部 次席代表アルビス・ツイ、
城市当代舞踊団代表レイモンド・ウォンから、日・中・韓の今後の交流促進に向けた言葉を頂いた。フードケータリングはいずれも新
潟を拠点に活動するケータリングチーム「DAIDOCO」が担当した。

活動のバックグラウンドと

大邱市立舞踊団に呼ばれて芸術監督に就任することができまし

それぞれの舞踊団における舞踊家のあり方

た。民間の舞踊団では何があっても自分で金銭的責任を負わ
なくてはなりません。国立現代舞踊団は舞踊家にプロジェクト

金森―ウィリーさん、ホンさん、ようこそ新潟へお越しくださ

毎にお金を払うというシステムでした。行政職員には定職があり

いました。中国、そして韓国を代表する舞踊家であり、舞踊団

ますが、舞踊家はプロジェクト毎にオーディションを受け、出

の芸術監督として先輩でもあるおふたりと、ここ新潟でお話が

演が決まればギャラが支払われます。舞踊家にとっては厳しい

できることを嬉しく思います。これからおふたりが芸術監督を務

状況です。プロジェクトは2つ、3つが同時に動いていますので、

める舞踊団について、様々なお話をお伺いしたいと思っていま

有能な人であれば同時に3つの契約が可能です。大邱市立舞踊

す。城市当代舞踊団（以下CCDC）は1979年、35年前に設立

団は（舞踊家と年間契約しているので）金森さんが芸術監督を

されました。当時、ウィリーさんは芸術監督ではなく、舞踊家

務めてらっしゃるNoismの体制とほとんど同じです。

のひとりだったそうですね。

金森―現在のCCDCには舞踊家は何名いらっしゃいますか？

ウィリー―設立時には、私を含めて12名の舞踊家が所属して

ウィリー―現在は14名の舞踊家が所属しています。舞踊家と

いました。設立時は問題があれば皆で決断していく、ファミリー

は年間契約を結び、常時4つのプロジェクトを準備しています。

のような形で運営をしていました。特定の役職を持つようになっ

この4つのプロジェクトに14名全員を使わなければなりません。

たのは、設立してから6年後ぐらいからでしょうか。
その頃の香港には、現代舞踊の舞踊団は存在しませんでし
た。私はアメリカでルイ・ファルコ（注1）のダンスを目にする機
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（外部から）振付家を招待する場合には、その振付家は所属し
ている14名全員を使わなくてはなりません。
金森―舞踊家を選ぶことはできないのでしょうか？
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く、若い踊り手がどんどん出て来て

各国の劇場専属舞踊団に必要とされる

国のダンスをやってくれ」と、周りの人からいろいろと言われ

います。保険や雇用契約、退職金な

トレーニング・メソッドとは？

たりします。何か象徴的なものを欲しがるのです。それはダン
スの根底にあるものを理解していないからでしょう。やはり根

どの制度を設けて舞踊家が働きやす
い環境を作ることは大切です。しか

金森―おふたりの舞踊団はどちらもクラシックバレエのトレー

底には基礎があった方がいいという考え方があります。しかし、

し、契約がある以上、解雇すること

ニングを取り入れていると思いますが、バレエのトレーニングは

アーティストの専門性と共にあるのがダンス表現であり、私に

ができません。例えば我々の舞踊団

必要でしょうか？

はアメリカや日本のようなダンスを作ることはできません。私自

には50 代の女性舞踊家が所属して

ウィリー―必要だと思います。王子や白鳥のような踊りをする

身の経験に基づいたものしか作れません。ですので、やはりひ

います。非常に優秀な舞踊家で、舞

必要はありませんが、300年以上の歴史の中で培われたバレエ

とりひとりの舞踊家が自分自身の心と向き合い、自分の内側に

台上ではとても50代には見えません。

のメソッドを習得することにより、舞踊家が自分の身体をきちん

あるエッセンスを正直に、しっかりと表現していくことが最終的

彼女には舞踊団を去って欲しくない。

と理解できるからです。私は中国本土の舞踊団でも教えていま

には重要だと思います。

一方で怠けた態度を取る舞踊家もお

すが、そこの舞踊家はチベットやモンゴルの民族舞踊を会得し

コンテンポラリーダンスは、アーティストそのものが表現され

り、スケジュールや契約条件に満足

た後にコンテンポラリーダンスを始めています。彼らを見ている

るものなのです。それを象徴的に中国的な表現にしようという

せず、辞めたいと言いに来る人もいま

と発想が自由で、決められたメソッドやシステムに収まることな

のは、ちょっと強引な物言いだと思います。アーティストが真に

す。我々は国営の舞踊団ではありま

く、自由に身体を動かすことができます。システムやメソッドは

自分自身に向き合った表現をしていれば、自然と文化がにじみ

せんので、舞踊家にもその点を理解

ひとつの道具に過ぎません。それを学んだことにより、さらに

出ていくのではないでしょうか？

して契約してもらうようにしています。

自由に身体が動かせるようになるかどうかは、舞踊家本人の思

金森―ホンさんはいかがでしょうか？

金森―私を含めてNoismの舞踊家

考の柔軟性にもよると思います。

ホン―とても共感します。私は作品を作る際に外的な要因を取

ウィリー―ひとりを主役級にして、作品の中で担うパートの量

も1年間の契約ですから、劇場職員のような保証は何もありませ

金森―まさしく、そうだと思います。ホンさんはいかがでしょう

り入れてはいけないと思っています。深く、深く、自分の精神

を調整することはできますが、基本的には全員を使います。

ん。大邱市立舞踊団の場合は舞踊家も劇場職員としての契約だ

か？

世界を探究していけば、その中に、自分の長所やルーツが自然

金森―そうですか。Noismでもゲストの振付家を招聘する際

と思いますから、おそらく公務員的な安定を目指して来る舞踊家

ホン―私自身の話を少しさせていただきます。大学では工学

と現れてくると思います。私には少し特別な経験があります。私

は、できれば全員使って欲しいとお願いしますが、振付家が選

もいると思うのですが？

部に所属していましたが、大学2年のときにダンスをやりたいと

は私自身の作品を、バレエとコンテンポラリーと気の3要素で構

抜メンバーで作りたいというのであれば、それは了承してきま

ホン―果たすべき自分の責任を理解している人がほとんどで

思い、現代舞踊を始めました。それからより正統性のあるダン

成されていると考えています。外国で学んだ経験はありません

した。大邱市立舞踊団には35名の舞踊家が所属していますが、

す。問題は常に少数の人達にあると思います。

スで身体を鍛えたいと考え、個人的にバレエのレッスンを受け

が、ある日、特別な出会いがあり、その人から気を通じて動き

その辺りはいかがでしょうか？

金森―そうですね。しかし舞踊団の活動とは集団活動ですか

て、1989年にユニバーサルカンパニーというバレエ団に入団し、 を体得することを学ぶことができました。それ以来、形式的だっ

ホン―まずお断りしておきたいのが、私が35名を選んだので

ら、少数だからといって軽視はできないでしょうね。舞踊家の

3年間所属しました。韓国のバレエ団ですが、レッスンにはロ

た動きから脱することができたと思います。私が学んだ気の動

シアの有名な先生を招いていて、その先生に教えてもらえます。

きは韓国の伝統舞踊の呼吸法と似ています。しかし、不思議に

はありません。就任してみたら舞踊家が多くてびっくりしました。 選定はどのようにされるのでしょうか？
なぜこのような話をするかというと、コンテンポラリー舞踊団に

ウィリー―最終的には芸術監督として私が判断しますが、専

バレエを通じて自分の身体を知ることは驚きの連続でした。今

思うのは、私が韓国人だから気の意味や動きを韓国の伝統舞

舞踊家が35名というのは、おかしな状況なのです。大邱市立

属振付家や副芸術監督がいますので、話し合って決めるように

となると、バレエを経験したからこそ、自分の動作を数学的に

踊のように理解しようとしているのか、気はもともとあるもので、

舞踊団は設立30年程です。最初はそうではなかったようですが、 しています。舞踊団のレパートリーには私が振付をした作品以

分解して理解できるようになり、それが私の振付創作の根源を

韓国人の私が伝統舞踊のように気のあり方を受容し、伝統舞

設立後、時間が経つにつれて労働組合が組織され、それがさ

外にも、他の振付家の作品もありますので、その方達にも敬意

担っていると思います。

踊の気の使い方を自然と真似たのだろうかと。いつも自分自身

らに発展して市の公務員のような権利を主張するようになりまし

を表して選ぶようにしています。

た。私は昨年の11月に芸術監督に就任したばかりですが、そう

ホン― オーディションをする際には判断の公平性に疑問をも

間、舞踊家をバレエで訓練し直しました。最も効果的なのは毎

金森―私はNoismを立ち上げてすぐに独自のメソッドを考案

した問題を解決しようと取り組んでいるところです。

たれないよう、ひとりだけで選考を行うことはありません。し

朝のバレエクラスで、毎朝バレエのメソッドの発見者に感謝をし

する必要性を感じました。そこには日本における舞踊を西洋文

金森―なるほど。私はできることならもっと専属の舞踊家を増

かし、国立現代舞踊団の場合は芸術監督ひとりが権限を持ち、

ながら身体を鍛えています。

化のお稽古としてではなく、かといって西洋批判や伝統文化の

やしたいと思っていますから、人数が多いのは羨ましいですが、

様々な事に決定権を持っています。私が芸術監督として在任し

金森―西洋発祥のクラシックバレエのトレーニングをなさって

継承としてでもなく、21世紀日本の舞踊として創造していくため

自分が選んだ舞踊家でないのは大変そうですね。労働組合の

ていた時には、プロジェクト毎に振付家を選定し、その振付家

いるということですが、自分たちの民族的な舞踊の方法論やト

に、独自のメソッドの必要性を感じたからです。今もその作業

問題など、私が所属していた北欧の舞踊団が抱えている課題と

に舞踊家を選ぶ権限を与えていました。このやり方に疑問をも

レーニング・メソッドと西洋のバレエの融合をどのように考えてい

は続いています。

似ています。CCDCも舞踊家と年間契約を結んでいるそうです

たれた際には、
「振付家の作品構想は本人にしか分からないの

ますか？ また、独自のトレーニング・メソッドを開発するという

が、舞踊家の側から「もっと長期で契約を結びたい」など、要

で、権限を委ねる必要があるのです」と答えていました。いい

考えはなかったのでしょうか？

望が出されることはありますか？

舞踊家を選ぶことと、作品に必要な舞踊家を選ぶことには差が

ウィリー―例えば舞踊団の芸術監督として「香港スタイルの振

ウィリー―他の国と同様に香港は舞踊家の競争が非常に激し

あることを、ご理解いただきたいですね。

付をしてくれ」と言われたり、中国本土でも「西洋式ではなく中
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昨年秋に大邱市立舞踊団の芸術監督に就任してから10 ヶ月

に問いますが、今でも答えを見つけることはできません。

行政との関わりの中で、舞踊団の社会的意義を考える
金森―では今度は、舞踊団が社会の中に存在していることの
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アカデミズムの中で育まれる舞踊家と、就職先のない現状

社会性をどのように考えておられるか、お聞かせ頂けますか？

による 新 潟 市 で のローカル な 活 動と、 メイン カンパ ニー

ウィリー―そもそも我々は皆、アジア人ですよね。NYやヨー

Noism1による世界に発信する活動を分けています。市長は毎

ロッパで学んでいた時には、自由を感じてとても楽しかったで

回必ず観に来てくださって、応援してくれます。もちろん「今回

金森―韓国には多くの大学に舞踊学科がありながら、卒業後

ました。教えに行くと、本当に学びたいという気持ちがある学

す。先生からは「モダンダンスとは自分自身を本当の意味で解

のは分かりやすかったので、もっとこういう風なものが観たい」

に所属できる舞踊団が少ないことが数年前から問題になってい

生は前列の10名ぐらいで、後ろの大多数はおしゃべりをしてい

放するものなので、まず自分らしくありなさい」と教わりまし

などと言われることはありますが、決して強制はされません。ウィ

るそうです。一方で中国では大学にどんどん舞踊学科が新設さ

ました。要は大学の卒業証書が欲しいのです。大学での4年間

た。しかし、帰国をすると、自由で居ることは周りの期待や要

リーさんはいかがですか？

れ、大学を出たり、大学に所属したりする舞踊家が増えている

は一種の現実逃避なのですね。その200人中の99％は絶対に

求とそぐわないと感じました。舞台上で自分自身を自由に表現

ウィリー―中国には国立の舞踊団が数多くありますが、そうい

といいます。大学でダンスを教えることについて、おふたりはど

舞踊団で職を得ることはないと思います。一方で、労働力があ

しようとすると「そんな西洋風な踊りをやるな」と言われたので

う所では同じように、行政の担当者が振付を見てダメ出しをし

のようにお考えでしょうか？

るのに仕事がないという状況は、そのような背景から生まれて

す。数年後、その先生に会ったときには「モダンダンスが西洋

たり要求を出したりするようです。私が芸術監督をしている広東

ホン―なぜ韓国に舞踊学科が多く設立されたかというと、舞

来ているのです。

ダンスだということを、あなたは教えてくれなかった」と文句を

省の舞踊団では、政府は助成金を出してくれますが、我々に自

踊家の支援者が、若手の育成を願ったからだと考えています。

言いました。しかし、私はモダンダンスを自由なものだと今で

由を与えてくれています。行政担当者は観に来ません。芸術家

つまり、才能ある舞踊家の輩出を期待して学校がつくられたの

で社会に出たと考えてはいかがでしょう。卒業後にはタクシー

も強く信じています。ですので、私は私の国で、舞踊家に自由

や舞踊家こそが最も芸術を理解しているわけですから、彼らに

だと。一方、韓国では自分が舞踊家になるかどうかを決める前

運転手や警備員になるかもしれませんが、少なくとも「ダンスと

を与えられるような舞踊団を作って行きたいと強く願っています。 自由を与えることで、その国やその時代に残すべき文化や芸能

に、大学進学を決める傾向があります。舞踊家としての就職先

は何か」を学んだことは残ります。そのうち何人かは観客として

舞踊家が何をしようと自由なのです。舞踊家が正直に自分自身

が創造されていきます。自由になれるということが重要なのです。

が少ないにも関わらず、大学に多くの舞踊学科があるのは、入

コンテンポラリーダンスを援助してくれるかもしれません。哲学

と向き合い、自分の心の底からの想いをダンスで表現している

理解のない行政担当者がいる一方で、優れた行政職員もいます。

学希望者が多かったからです。ただ大学に進学したいからとい

科に入学したからといって誰もが哲学者になるわけではないの

のならば、それは他国のものではなく、その国そのものになっ

ですから、なんとか行政サイドの優れた良い人を、芸術家が探

う理由で入学する人が多くいたのです。15年程前からはそういっ

と同じことです。良い指導者が大学で教えるようになれば、状

て行きます。中国や香港では、非常に派手な作品が沢山ありま

し出して一緒にやっていくことが必要なのではないでしょうか。

た考えの人は少しずつ減ってきているように思います。ヨーロッ

況も変わると思いますので、良い先生が育つことを願っています。

CCDCは税金で運営されている舞踊団ですから、10年程前

パでは大学ではなく舞踊専門の学校でプロの舞踊家として「働

金森―大学のあり方や教育のあり方について、ウィリーさんが

コンテンポラリー舞踊団はダンスの、そして身体の自由を楽し

には客の動員数で評価されていました。行政はやはり数字を見

くために学ぶ」のだと考えると、出発点が違っているのだと思

国や行政機関に提言されることはありますか？

む土台となるものを、文化の中に作りあげていく存在だというこ

るのです。しかしそれだけ動員数が重要なのであれば、行政も

います。現在の韓国は人口が減少しているため、地方大学では

ウィリー―北京ダンスアカデミーや香港のパフォーミングアー

とを信じています。

集客的な部分で助けてくれなければいけません。国の税金を使

舞踊学科が廃止されてきていますが、韓国国内で必要な舞踊学

ツアカデミーのような、舞踊の専門学校が必要だと思います。

金森―振付家や舞踊家が自由を探究し、自らと向き合うその

用して建築された高層ビルは、どれだけの人が利用するかで評

科は5つ程度で十分だと思います。

香港は地域の規模が小さく、大学を卒業しても香港で職をみつ

姿勢、生き方のようなものを通じて観客も自由を感じられるこ

価されるのではありません。そのビルがあることがその国の象

金森―現在ではいくつあるのでしょうか？

けることが舞踊家に限らず難しく、結局は海外に就職や留学を

とが、社会的な重要性ということでしょうか？

徴となるような存在感を示すことに価値があるのです。ですから、

ホン―最も多かった時には40以上ありました。現在ではその3

する傾向が続いています。ただ、中国本土では小さな都市でも

ウィリー―現代はインターネット社会でデジタル情報過多です

我々のような舞踊団が存在することが、国の象徴であり、社会

分の2ぐらいです。残っている舞踊学科の中でも、以前のように

ダンススクールが増えていて、先生が必要になっています。私

ので、鑑賞者も表現者や芸術家に生身の身体言語を強く求め

のシンボルとなるようにしていかなくてはならないと伝えました。

純粋芸術を教える所は少なくなり、生活舞踊、実用舞踊（注2）

は教育部にこの話を持っていける立場にはありませんが、行政

てきます。若い舞踊家の中には、表現をしていても一体何が言

数年前、小規模でほとんど集客できそうもない現代舞踊団に

を教えるようになってきています。

もその辺りのことには気がついて来ていると思います。

いたいのか分からないような人もいます。しかし少なくとも彼は、 行政が助成金を出したことがあり、非常に驚きました。逆に「集

金森―日本にもいくつかの大学に舞踊学科があります。しかし

ホン―韓国では多くの舞踊学科が設立された当初、社会的な

自分の身体の中の何かを表現しようとしていることは言えます。

客できないのに、そういう所をサポートしていいのか？」と質問

「自分はどんなことをして社会に貢献したいか」を考える場とし

責任まで想定していた訳ではありません。大学の経営・運営に役

金森―ホンさんはいかがでしょうか？

してしまいました。その行政担当者は「だからこそサポートする

ての大学に舞踊学科があっても、いざ卒業したら社会には受け

立ったから設立されたのです。大学教授にしても、社会的な責

邱市の行政機関のひとつとして位置づけられていますが、舞踊

んだ」と言っていました。

入れ先がない。就職先がないのに教育機関だけがあるというこ

任や義務まで考えている人は少数です。そのため、舞踊学科を

団の市における役割は、行政的にどのような理解をされている

金森―それが探し出すべき良い人ですね。

とは、辞め時がないということでもあります。大学で舞踊を学

卒業した舞踊家の就職先がないという状況が何年も続いていま

のでしょうか？

ウィリー―そうです。我々のように運営する側の人間は、行政

んだ子達が、その後社会でいったい何を目指すのだろうかと。

す。一方、そうやって多くの舞踊学科が設立されたことで、韓

ホン―舞踊家達にはいつも「私たちは大邱市民の税金から給

側に何度も舞踊や舞踊団に対する支援の必要性を訴えかけて

ウィリー―香港と中国にも同じ状況があると思います。2000

国の舞踊家のレベルは非常に向上しました。思わぬ結果です。

料をもらっている。その責任を守ってください」と言っています。 いかなくてはいけません。そしてそれが鑑賞者に還元されると

年以前の中国は共産圏でしたので、学校を卒業した学生には仕

社会的に正しい理由で始められたことではなくても、よい結果

振付家にも責任があり、大邱市から振付に要望があることもあ

いうことを、訴えかけていくのが我々の役割です。非常に難し

事を与える必要がありました。そのため、国は彼らのために会

をもたらすことがあるのです。この矛盾に私自身は混乱していま

ります。一般の人が考える創作と芸術家が考える創作は異なる

いことではありますが、やらなくてはいけません。

社を設立していました。しかし政府が立ち行かなくなり、仕事

すが、様々な人が集まって話し合う必要があると思います。

にも関わらず、市から要求される市民向けの活動と芸術創造を

金森―私自身もそれが自分の役割だと思っています。一方で

を与えられなくなってきたのです。一方で仕事を必要とする若い

両立させなくてはなりません。私は活動形態を分けてでも、市

行政への訴えは、海外での評価や著名人による評価、そして特

人達は増えています。そうすると、大学に進学希望者が増える

民に貢献しなければならないと思っています。

に活動に対する市民からの賛同という、間接的な評価がもっと

のです。哲学科や言語学科に入れない学生も、舞踊学科であ

金森―そうですね。Noismでは、研修生カンパニー Noism2

も効果的だと感じています。

れば入れると、一時期の中国では舞踊学科のようなものがどん

すが、自由という点では、まだ束縛が強い作品が多いようです。
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大邱市立舞踊団は大

どん増設されていた時期がありました。
天津の体育大学に毎年200人の生徒が入学する舞踊科ができ

舞踊学科を卒業する彼らは、少なくともダンスの心得を学ん

劇場専属舞踊団としての地域あるいは他団体との協同
ウィリー―香港で年間を通じて常時支援を受けている舞踏団
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はCCDCのみですが、香港政府には芸術振興を目的とする委
員会のようなものがあり、
小さな舞踊団でも申請すれば年間ベー
スで支援を受けることも可能です。最大規模の支援を受けてい
る舞踊団として、地元の人々にも我々の環境を経験していただ
くために、8つあるスタジオの一部を1香港ドルでお貸ししたりし
ています。また、ワークショップやプロジェクトを通じて、他の
団体の方々とも一緒にやっていけるような環境を作っています。

注1―ルイ・ファルコ（Louis Falco 1942-1993）：舞踊家・振付家。NY生まれ。才
能豊かなダンサーであり、舞台演出に初めてロックバンドを起用した振付家として知ら
れる。ルイ・ファルコ ダンスカンパニーでの活動と1980年代の映画界やMTVのミュー
ジックビデオなど、商業的なシーンでも数多くの実績を残した。

Date: Sunday, August 23rd 14:30~16:30

ラインダンス、ヒップホップなどを健康増進のために教えるインストラクター資格が修

Venue: Niigata Prefectural Civic Center, Small Hall

得できる大学の専攻分野。実用に重きを置いた職業訓練的な意味合いの強い舞踊を指
す。もとは伝統舞踊、バレエ、現代舞踊と分かれていた舞踊学科専攻に、韓国国内の

Speakers:

舞踊学科が不景気の為に次々と廃止されている傾向をなんとか食い止めようと、大学

Sung Yop Hong
Willy Tsao
Jo Kanamori

側の施策により新設された。⇔純粋舞踊

ないでしょうか？

Photo: Mun Jin Hak

ます。他にもCCDCのような舞踊団を作ることができるのでは

ウィリー―はい。私はCCDCだけではなく、広東のモダンダ

金森―大邱市立舞踊団は韓国では唯一の専属舞踊団ですよ
これは私自身の関心もあってお伺い

するのですが、韓国内の他の地域にも劇場専属舞踊団が立ち
上がったら良いと考えていらっしゃいますか？

またはあくまで

も在任期間中に自分のアーティスティックな経験値を高めること
に専念したいのでしょうか。
ホン―国立現代舞踊団の芸術監督に就任した頃に、舞踊プロ

Artistic Director, City Contemporary Dance Company
Artistic Director, Noism (Residential Dance Company for RYUTOPIA Niigata City Performing Arts center)

time but one of the dancers.

company in Korea, China and Japan participated as

Willy Tsao―Yes. In the beginning, 36 years ago, we had

立し、韓国の現代舞踊界に新たな展望を切り開いた。99年ソウ

speakers for the NIDF Discussion Program. While the

12 dancers plus myself. At that time, we ran the company

ル国際舞踊祭・振付賞、01年韓仏文化賞を受賞。03年、05年

standard practice in the world of contemporary dance has

like a family. So we didnʼt really divide who was the artistic

been known to hire dancers according to projects, the

director or who were the dancers and we all worked

dancers in each of these resident dance companies are

together. We did this kind of work for about 6 years and

hired full time. Daegu City Modern Dance Company, with

then started to have division of works.

Artistic Director Sung Yop Hong, is the only public dance

During that time Hong Kong had no contemporary dance at

company in Korea to hire dancers on annual base which

all but I was fortunate to see the performance of American

is very much similar to Noism, Japanʼs first resident dance

modern dance company, Louis Falco Dance Company (*1).

company of public art center, with Jo Kanamori as the

I immediately fell in love but I had no place to dance until I

Artistic Director.

started my college study in the United States and I got my

City Contemporary Dance Company, with Artistic Director

degree in business administration and a degree in dance.

Willy Tsao, is half privately owned and therefore their

When I returned to Hong Kong, I discovered people who

operation may be slightly different from the two but they

were similar to my experience and so we gathered 12

also hire dancers on annual base. The discussion was for

dancers and formed this group.

the three Artistic Directorʼs, working in similar environment,

Jo Kanamori― Hong-san, I heard you found your own

る。93年に韓国初のプロ舞踊団 Dance Theater On

を設

ウィリー・ツァオ Willy Tsao
城市当代舞踊団創立者・芸術監督

1979年に城市当代舞踊団（CCDC）を設立し、89年に芸術監督
に就任。同時に、中国の三大ダンスカンパニーであるCCDC 、広
東モダンダンスカンパニー、そして北京雷動天下現代舞団をも率
いている。中国でもっとも多作な振付家であり、哲学や歴史、京

いるのだと思います。

ね、いかがでしょうか？

Photo: Ringo Chan

私のこうした姿勢が評価されて、芸術監督にお招きいただいて

Artistic Director, Daegu City Modern Dance Company

Three Artistic Directorʼs from each contemporary dance

1982年、慶熙大学繊維工学学科在学中にモダンダンスを始め

国立現代舞踊団の初代芸術監督を歴任。

ロほどの所にある太原という街にある舞踊団の芸術監督をして

督がいます。彼らに自由なビジョンを与えることが私の方針です。

ホン・スンヨプ Sung Yop Hong
大邱市立舞踊団芸術監督・振付家

のベストモダンダンサー (東亜日報)に選ばれる。10-13年韓国

ンスカンパニーや北京のダンスフェスティバル、北京から600キ

います。各舞踊団には専属の振付家とエグゼクティブの芸術監

Agenda for Residential Dance Companies and the Future of Asia

注 2― 生活舞踊、実用舞踊：スポーツセンターなどでピラティス、エアロビクス、ヨガ、

金森―ウィリーさんは中国各地で舞踊に関わる様々な事業を
展開されていて、中国舞踊界の第一人者でいらっしゃると思い

NIDF2015 DISCUSSION PROGRAM

劇からチャイニーズロックにいたるまで、中国文化全般から広くイ
ンスピレーションを得て制作されるその作品は、国内外で上演さ
れ、コンテンポラリーダンスの発展に計り知れない貢献をしている。

to share their thoughts and experience from how a dance

private company and ran the company for a long time. How

ジェクトと名付けた長期計画をつくりました。ソウルにある国立

company should be to the daily training methods. The open

did it all start?

現代舞踊団がセンターのような役割をして、小さな地方都市全

discussion and interaction between the three gave us the

Sung Yop Hong―In Korea we have a unique situation.

てに舞踊団を作るという計画です。なぜこのような計画を立て

opportunity to reaffirm the significance of having a resident

The fundamentals of dance studies are constructed under

たかというと、現代舞踊は多様なものから生命力を得るものだ

dance company in our society.

the academism of universities. I felt it would be difficult to
continue dance for the rest of my life within the university

からです。画一的な作品ではなく、個々の個性を大事にすると
ころに最大のポイントがあります。

Background of the Artistic Directors and the future of

金森―そうですね。私もNoism以外の劇場専属舞踊団が日

dancers in dance companies

本に発足することを強く願っています。そのために私にできるこ
とは何か、これからも考えていきたいと思います。おふたりとも、
本日はどうもありがとうございました。
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environment and I found my first private dance company
Dance Theatre Onʼ with the people who followed me.
This was in 1993 and we continued for 17 years. During

Jo Kanamori―Willy-san, Hong-san, warm welcome to the

the years we have many moments where we thought we

city of Niigata. As a leading Artistic Director in China and

will not be able to continue, and just as I thought we really

Korea, and personally as my senior Artistic Directors, I am

faced a serious problem and could not continue, I was

happy and honored to be having the opportunity to talk

fortunate to be asked by the Korea National Contemporary

with you here in Niigata.

Dance Company to become their Artistic Director. This was

I would like to ask about both your companies but to begin

in 2010. My contract with Korea National Contemporary

with, City Contemporary Dance Company (Hereafter

Dance Company ended in 2013 and from there I became

CCDC) was founded 35 years ago in 1979. Willy, I

a choreographer for a ballet company in Germany. After

understand that you were not the Artistic Director at the

returning to Korea, I was invited to become the Artistic
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Director for Daegu City Modern Dance Company. When

sounds similar to the dance company I was with in Northern

Especially since the companyʼs repertoire are not just my

sophomore year I started contemporary dance. From

you run your own private company, you must always take

Europe. On the other hand, if CCDC only signs on annual

works. There are different choreographers so I have to

there on, I wanted to train my body with the basics and I

the responsibility of the financial part of the operation.

bases, do you sometimes receive requests from dancers

respect their suggestions.

began to take private ballet lessons. In 1989, I joined a ballet

At Korea National Contemporary Dance Company, the

asking to sign for longer terms?

Sung Yop Hong―When we audition we do not make our

company called the Universal Company and I was there for

dancers were hired and paid per project. Every time, the

Willy Tsao― In Hong Kong there are lots of competition

decision alone to ensure fairness. However, when I was

three years. It was a Korean ballet company but they invited

dancers had to go through auditions for each project and

among the dancers. Well, I believe everywhere itʼs the

with the Korea National Contemporary Dance Company,

famous ballet masters from Russia. Learning about my own

were guaranteed only if they receive a role. While the

same. As is in other countries, the competition for dancers

the Artistic Director had all the power and has the right to

body was a consistent surprise. Now that I look back, my

administrative staff, as a government employee, had secure

are very tough in Hong Kong. More and more the new

many decision makings. When I was the Artistic Director

experience with ballet has helped me to analyze the move

positions in the Company. Itʼs a very difficult environment

young dancers are always graduating from schools. There

I chose the choreographer for certain projects and I

of my own body in a mathematical way. Which I think has

for the dancers. Of course, two or three projects were

is a general tendency to have more say for the workers

give them the right to choose their dancers. I have been

become the platform of my creation as a choreographer.

always running at the same time so if you were a talented

and for this they have enjoyed more benefits and has great

approached with questions as to my way of may way of

Since I became the Artistic Director of Daegu City Modern

dancer you can sign with three projects at once. With

insurance policies to cover for injuries and we have the

work not being efficient, but I replied back to those people

Dance Company last autumn, for 10 month I have been

Daegu City Modern Dance Company, because we sign

provident funding when you leave the company you have

that the creative process of the choreographer can only be

retraining our dancers with ballet. The ballet class we have

annual contract with dancers, we operate similarly to Noism,

certain coverage. But we do not have a clause saying that

understood to themselves and therefore I want to honor

in the morning is most effective and I train every morning

where you are the Artistic Director.

you are not allowed to be fired.

the choreographer to choose the dancers that best suits

thanking whomever that found ballet for creating this great

Jo Kanamori―Willy, how many dancers are there in

We have one dancer who is already in her 50ʼs and she

their work. I hope people will understand that choosing

method.

CCDC?

has been dancing very well. When she is on stage nobody

a good dancer and choosing dancers you need for your

Jo Kanamori―I see that you both have taken in classic

Willy Tsao― Currently there are 14 dancers. We sign an

will realize that she is in her 50ʼs. She works very hard and

production, are not the same.

ballet as part of your training, but ballet was born in the

annual contract and we will always have four productions

I donʼt want her to leave. But some dancers are very lazy

going on at the same time. We need to use all 14 dancers

and has difficulty keeping with the companyʼs classes and

in all four of our projects. So when we engage with

performing schedules. These type of dancers will come

outside choreographers, one of the conditions for the

to ask they donʼt want to continue. Because we are not a

Jo Kanamori―Both of your companyʼs have taken ballet

of creating your own training methods?

choreographers is that they must use all 14 members.

national dance company the dancers need to understand

into your trainings. Do you think ballet is essential as a

Willy Tsao― I rather just see it come naturally. When I

Jo Kanamori― Canʼt you not designate your own dancers?

that they are not civil servants.

training method?

started the company in Hong Kong, a lot of the advisors

Willy Tsao―We can choose who will be the lead dancers

Jo Kanamori―It is the same here at Noism. The dancers,

Willy Tsao―I think the training itself is good for the

asked me to do Hong Kong styleʼ. And of course when

or give them more roles than the others, but we have this

including myself, sign annually so we do not have the

dancers. I donʼt want them to dance like a prince or like a

I went to China, the government said I should not copy

obligations to give the dancers the opportunity to dance.

security that perhaps the theater employees would

swan, but ballet has been studied for over the 300 years and

western world but do something Chineseʼ…but what is

Jo Kanamori―At Daegu City Modern Dance Company

have. For Daegu City Modern Dance Company it may

its system has been developed in a very methodological

Chinese? Often they like to see only the seminal and they

there are 35 dancers. How does this work?

be different. I believe there may be dancers who apply

way. So I think its good for people to understand their

donʼt see the deep things underneath. Understanding and

Sung Yop Hong―First of all, I would like to emphasize that

because they want the security like the government

body through the system and of course with the other

creating according to the basic methods may be important,

I did not choose to have 35. When I was appointed and later

employees?

complementary study so they are not just using ballet as

but I look at myself and the things that I want really deeply.

heard that there were 35 dancers, I was quite surprised.

Sung Yop Hong―I think the majority of the members

the only way of training. In fact the dancers I trained in China

I cannot possibly create something American or Japanese.

Why I say this is because in contemporary dance, having

understand their duties. Itʼs always the very few who claim

mostly train with ethnic dance with different moves from

It only belongs to me so I think it is up to the choreographer

35 dancers is very unusual. Daegu City Modern Dance

for their rights.

like the Tibetan dance and Mongolian dance and I find their

and artists to really truly listen to themselves to create

Company has been around for 30 years. I hear that it was

Jo Kanamori― I think I can understand, and understand

body is very liberated, very free because of these different

in honesty what they want the most. And I think that

not this way in the beginning but as time went by, unions

how difficult it must be because as a dance company

types of training. So I think it is important to understand

will reflect the essence of the work and thatʼs the very

were formed and members started to claim their rights to

working as a group, you cannot take this kind of problem

the body and the system as a helping tool rather than the

important value for creation. So to take this and make it

be equivalent to those of government employees. I only

lightly.

system dictating and controlling you. The dancers need to

symbolic as Chinese may be difficult but I think in modern

joined Daegu City Modern Dance Company this November,

Let me ask how the dancers are chosen in your company.

make this clear in their mind.

dance and contemporary dance all the work reflects only

and am currently trying to solve these situations.

What are the process?

Jo Kanamori― I absolutely agree. Hong-san, how are your

when you are honest. As long as the artists is true to face

Jo Kanamori― I see. Well I am trying to increase the

Willy Tsao―As an Artistic Director I usually make the

thoughts?

themselves, I think it will naturally symbolize or represent

number of dancers in my company so I envy the fact that

last decision. During the audition we have our resident

Sung Yop Hong― Iʼll need to start by sharing my

the culture itself.

you have so many dancers but it must not be easy if you did

choreographers and assistant artistic director so we sort of

background. When I was in the University I was studying

Jo Kanamori―How do you feel about this, Hong-san?

not choose your own dancers. Challenges with the union

all agree on who would be more fitted to join the company.

fabric engineering but I wanted to dance. So in my

Sung Yop Hong―I very much agree with Willy. When
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west. Do you have training methods from your ethnic

Training method requirements for each company

background and what are your thoughts to combine these
ethic dance with western ballet methods? Did you also think
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we are in the creative process, I believe we should not be

I truly believe modern dance is about freedom. I want to

that we have our obligations.

administrator, need to keep talking to the government or

effected by external influence. If we search deeply into our

create a company in my country and city that allows dancers

How is it for you Willy?

the people who have the money to convince them why they

spiritual world, I think the positive strength and the origin

the freedom to express. No matter what they do, itʼs okay.

Willy Tsao― In China we have many national companies

need to support art. Not because many people want to

within you will naturally appear. This comes from a unique

Like I said, if they are truly and honestly showing themselves

supported by the government because they have to work

come see art but because not many are coming to see and

experience I had. I believe my creative works are based on

they cannot possibly become another person. Then it

on certain projects and have certain expectations in our

because the art itself is important. Itʼs for the audience. Itʼs

three elements. Ballet, contemporary and Ki ( 気 ). This is

can only be Chinese or Hong Kong. Of course in Hong

choreography. They sit and watch and will tell us what to

very difficult work, but we need to do it.

not something that I learned in another country, but one

Kong and China in many ways we are lacking in freedom.

do and what not to do. However recently in Hong Kong

Jo Kanamori―I too believe that is important part of my

day I had a special encounter with someone who influenced

Therefore I think to have a modern dance company is a very

and in Guandong, though both are run by the government,

duty. I also think facts such as a positive critic from oversees

me to learn and understand your body with Ki. Ever since

good platform, a good vehicle, to free their body.

they started to give certain freedom for us. They donʼt

or a feedback from a prominent figure in art will be an indirect

that experience I was able to free myself from whatever

Jo Kanamori― Do you mean the importance of

come to see our work but they give us money. I think the

but effective way to convince the government. Of course,

formality I had in the past. The Ki I learned was similar to

portraying the freedom that we pursued as dancers and

government has also learned that to support the artist is

most importantly the feedback from the local audience.

the method of breathing in traditional Korean dance. But

choreographers to our audience?

it not just to give free performance to the public but to

whatʼs interesting about this experience, is that I donʼt know

Willy Tsao― Yes I think so. Especially nowadays for Asian

provide the artist to create something important for this

Dancers born from academism and

if I took Ki into my method because I am Korean, or if Ki had

dancers there are lots of information from digital media

era. Because the artists are very important and they are

the reality they live with no promise for the future

been around naturally and I just happened to take it and

floating around so their vision is much wider so they are

valuing most sensitive mind and most creative persons in

relate it to traditional Korean dance.

expecting their peers on stage to really share the same

the society so I think it is a dialogue always to talk to the

Jo Kanamori― Iʼve heard that many universities in Korea

Iʼve been asking myself but I still have not found my answer.

language or speaking of the language that is transferable.

administrator or the government and I think the government

have dance departments but in recent years these student

Jo Kanamori―Soon after I began directing for Noism, I felt

For me, lot of the younger generation I donʼt understand

people…well some government people are really dumb,

dancers are facing the difficulty of finding a job because

the necessity to find our own method. This was because I

what they are talking about. But I can certainly see that

stupid. But some are quite brilliant so you need to find the

there are only so many dance companies in the country.

did not want to just take in the western influence simply as

they are speaking their language. I felt so good to see them

right person.

On the other hand, I understand that dance departments

a classroom lesson but at the same time I have no intention

really be free on stage.

In the case of Hong Kong, about 10 years ago, when the

are increasing in China with more and more students

to deny the western methods nor would I want to simply

Jo Kanamori―How about you Hong-san? With Daegu City

government gave us money they were very concerned

graduating with a degree in dance or staying within

adapt to traditional culture. I just felt it was necessary to

Modern Dance Company being part of the government

how many audiences we had. They wanted to see numbers

the university as dancers. What are your thoughts on

find our own method of training if we wanted to create the

how do you see the role of the dance company and how do

because all the taxpayer money should be resource-able

universities and colleges teaching dance?

new style of Japanese dance for the 21st century. I am still

you think the administration see the company?

for figures. But then I told them that if they think that way

Sung Yop Hong―I believe the reasons we have many

searching to find my answer.

Sung Yop Hong―I always remind my dancers that our

they, should support the commercial works because they

dance departments in Korean universities are because many

salaries are paid by the tax of the people of Daegu and ask

have the most audience. The peopleʼs money for culture is

who support talented dancers wished to grow more young

Social values of dance companies and their

them to always remember their responsibilities. I think the

not money for, something like the supermarket business so

dancers. Meaning the dance departments were created

relationship with the local government

same can be said for the choreographers and sometimes

they should consider to use that money to help expand. Itʼs

in hopes to create more talented professionals. However,

they are asked to create choreographies for the city.

like building a tower. People do not ask how many people

the other side of Korea is that young students must choose

Jo Kanamori―Iʼd like to ask now about your thoughts to

Creative performance that we artists have in mind and what

are using that tower but the existence of the tower reflect

career path and their universities before they even figure

how we dance companies should exist in our society. What

may be expected from the society may be quite different

the development of the society or the country and so art

out if they really want to become dancers. The reason why

do you think of our social influence?

but we still need to have the ability to produce both artistic

should also be such.

we have so many dance departments even if there are no

Willy Tsao―Well, we are all from Asia, right? I remember

creations. I believe it is our duty to contribute to the people

This is why I was happy to hear few years ago that the

place to work in the future, is simply because there are more

I enjoyed so much dancing in NY and Europe. It was like so

of the city even if we have to perform in different styles.

government decided to sponsor a small group of modern

students who want to enroll in that university. There were

free and you can do anything on stage. When I studied with

Jo Kanamori―I agree. This is why in Noism we have

dance performers but there were not many people buying

more students who just wanted to enroll in universities. But

my teacher she told me to be yourself ʼ, because modern

different groups. Noism 2, which is a company for trainee

tickets to see them. I was worried and asked there are not

these types of people have gradually started to decrease

dance is about your own believes. So when I returned

and they participate more locally with Niigata city activities.

many people showing up but are you going to support

since 15 years ago. When we think of Europe and how the

to Hong Kong and started the company, suddenly I find

Then we have Noism 1, which is our main company focusing

them?ʼ and that government person said thatʼs exactly the

people who want to become dancers go to dance schools

it is not good to be myself because lot of expectations

more towards global performance . The Mayor often comes

reason why we support them. Because there are not many

rather than universities, I think we are different from the

bestowed on me. When I wanted to be free on stage, lot of

to see our performances and he is very supportive but he

people coming to see the show.ʼ

point of departure. Currently with the population decreasing

the people involved told me donʼt be westernizedʼ. Many

too would sometimes make comments like This was easier

Jo Kanamori―I guess thatʼs what you mean by finding the

in Korea, dance departments are being eliminated in

years later when I met my teacher I had to tell her. You

to understand. We want to see more of theseʼ. Of course

right kind of people.

universities in the provinces. I believe five universities with

never told me that modern dance was western!ʼ But now

he would never force me to do something but I understand

Willy Tsao― That is right. And thatʼs why we, as an

dance departments would be enough in Korea.
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Jo Kanamori― How many schools do you have now?

way from dance point of view; that these young people

receiving a regular grant from the government, we

can only survive through the energy of diversity. I think it is

Sung Yop Hong―Well, at peak we had over 40 but I

after 4 years of studying dance, no matter how lazy they

have another government foundation called the Arts

important that we value the individual talents.

believe itʼs now two-thirds of what we had in the past. And

were, at least they were involved in dance. Maybe after they

Development Council. They give money to smaller groups

Jo Kanamori― I agree with both of you. I sincerely hope

even within those current departments, less and less they

graduate they may become a taxi driver or a night shift as

on project base and annual base but they would have to

there will be more resident dance companies in Japan, not

are teaching conventional performing arts and are focusing

body guard, but at least they will know something about

apply every year for special projects. Being the biggest

just Noism, and I would like to continue to think of what we

on teaching practical dance (*2) that would be more useful

dance. Some may become dance audience. But again,

company in Hong Kong, we want to share the facilities with

can do to make things happen. Thank you both for joining

in the society.

students may study in the philosophy department but that

the local dancers and we have studios that we rent out to

us today.

Jo Kanamori―There are several universities in Japan with

doesnʼt guarantee they will all become philosophers. But

local dance company for one Hong Kong Dollar so they can

dance departments. Students in those universities may be

education itself is important. So I just hope there are better

come to rehears. We have eight studios. We also organize

taught to think of how they can contribute to the societyʼ,

teachers to teach at the universities.

lots of workshops to do projects so we are trying to be a

but when they graduate there are no organization they can

Jo Kanamori―Do you directly advise this to the

leader rather than a fighting resource.

join to contribute to the society. Having many educational

government or to the administration?

Jo Kanamori―Willy, you have developed many projects

facilities but less career opportunities, you create people

Willy Tsao― Beijing Dance Academy and the Hong Kong

in China and you are the leading figure in Chinese

who lose the opportunity or the timing to quit and move

Performing Arts Academy, these are the schools that have

contemporary dance. I think you would be able to create

on. What will they have in their future with all the education

the students who really want to become professional

other companies in China similar to CCDC.

they have had only with dance?

dancers. But again its quite difficult in a case like Hong

Willy Tsao―I worked with one company in Beijing and

Willy Tsao― I think both in Hong Kong and in mainland

Kong. Because the Honk Kong society is very small, and

a new company in Taiyuan 600 km away from Beijing. So

China we are facing this situation. Before the year 2000,

their opportunity to become professional dancers are very

if there are opportunities in other cities I will go to help,

China was a communist country and everyone graduating

rare. Most of them have to go outside to study. However in

but itʼs only if they have the resource and have the will.

from college, the government supposedly had to give

China, itʼs a big opportunity for these graduates because

Especially to have artists with real desire. I am sort of the

them jobs and created jobs for dancers. But after the year

in many small cities they are building dance schools and

Artistic Director but in each company they will have their

2000, the government realized this was hot potato because

training kids so there are lots of opportunities for them to

own executive artistic director and their own resident

it is difficult to provide job for 1.3 billion people. So they

go and to become a teacher. Itʼs difficult for me to reach the

choreographer. Like the one you will see from CCDC Hong

decided not to create those steps anymore. However, there

Educational department but I think the higher education

Kong, they have their resident choreographer so I donʼt

are more and more people coming up and they need jobs.

departments are realizing the problem.

need to do anything. I think they want me to be the Artistic

So the asked the universities to create programs for these

Sung Yop Hong―In Korea, when dance departments were

Director because my artistic vision is to give freedom for

young people. But most of the young people do not have

established, I donʼt think there was any social responsibilities

them to be free. I am not imposing my artistic style.

the ability to get into like the philosophy department or

attached. The departments were made because it was

Jo Kanamori― How would this be in Korea? Currently,

language department and so dance departments became

useful part of the operation for universities. I donʼt think

Daegu City Modern Dance Company is the only resident

popular to get into the universities and there was a time

university professors were thinking of these responsibilities

dance company in Korea. Iʼm interested to know if you have

when suddenly we saw lots of universities in China creating

either. Therefore it has been years of situation where

the interest to help create more resident

these dance departments for young people.

dancers graduating from dance departments are left

companies in Korea or would you rather

For example, I was teaching at the Tianjin University,

without a career. It is ironic because with these professional

focus more on your artistic side within

physical education, and they opened up a new dance

departments, more and more the level of the dancers has

your company during your term.

department with 200 students. I went there to teach and

improved - an unexpected effect. Sometimes things may

Sung Yop Hong―When I was

I was given a class that was 200. There were about 10

begin without any good purpose that may end up to be

appointed as the Artistic Director for

students in front of the class who were really eager to learn.

good results. Personally I still have mixed feelings about this

Korea National Contemporary Dance

The rest in the back were sitting and talking. All they want

irony but I think it is about time we need to gather for a talk

Company, I created a long-term project

is a piece of paper. Of course it is very difficult and these

with people from different fields.

called the Dance Project. The Korea

Cooperating with the society and other organizations

will be the center based in Seoul, and

these 200 would not find a job in a dance company. It is a

as the only resident company in the region

create small dance companies in other
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Willy Tsao
Willy Tsao established City Contemporary Dance Company (CCDC) in 1979
and has been Artistic Director since 1989. He currently leads three major
dance companies in China: CCDC, Guangdong Modern Dance Company and
BeijingDance/LDTX. As one of the most prolific Chinese choreographers,
Tsao takes inspiration from the full breadth of Chinese culture including
philosophy, history, opera and even Chinese rock music. His works have been
performed internationally. Tsaoʼs invaluable achievement and contributions to
the development of contemporary dance are widely recognised.

provincial cities. The reason I chose to

big problem in China because we have all there labor force
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Sung Yop Hong
Artistic Director and Choreographer of the Daegu City Modern Dance
Company. Began learning modern dance in 1982 while studying fabric
engineering at Kyung Hee University. In 1993 Hong established South Koreaʼs
first professional dance company called Dance Theater On, and opened a
new perspective in the contemporary dance scene in the country. He won
the Choreography Award at the Seoul International Dance Festival in 1999,
the Korea France Culture Award in 2001, and was selected the Best Modern
Dancer by the East Asia Daily newspaper in 2003 and 05. Hong was the first
artistic director of the Korea National Contemporary Dance Company from
2010 to 13.

National Contemporary Dance Company

to not face the reality of finding a job. Of course, 99% of

floating around and not finding a job. But I also think this

*2— Living Dance / Practical Dance:
Specialized field in universities where students can be certificated to become
instructors in sports centers teacing pirates, aerobics, yoga, line dance, hip
hop and other movements to help enhance health in the society. Rather than
performance art, the course is more focused on work-related training. Korean
universities had individual dance departments for traditional dance, ballet and
contemporary dance but with the economic downturn, many universities found
these practical dance departments essential to keep their dance departments from
being eliminated from the university curriculum.

Photo: Ryu Endo

4 years in the university are like an escape for the people

*1— Louis Falco (1942-1993) - Dancer, choreographer.
Born in New York City, Falco was considered an extraordinarily gifted dancer and
charismatic performer. He was one of the first choreographer to experiment with
rock bands and other innovations on stage. Falco was noted for works created for
his Louis Falco Dance Company and for his choreography for motion pictures in
the 1980ʼs and music videos for MTV artists.

Willy Tsao― Although CCDC is the only company

do so was because contemporary dance
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アンケート調査結果

来場者の状況等

Questionnaire results

来場者数（招待含む）

Q. 今回の公演の感想やご意見をお聞かせください

大邱市立舞踊団：211名

調査方法：会場でのアンケートに回答（日本語のみ）

城市当代舞踊団：278名

有効回答数：77（大邱市立舞踊団：10、城市当代舞踊団：7、Noism0：60）

Noism0：653名

＊アンケートは大邱市立舞踊団と城市当代舞踊団公演が共通の項目で調査を実施し、Noism0 は「水と土の芸術祭」参加作品と
して別項目での調査となった。下記の集計では、似通った質問項目をまとめて集計している項目もあり、若干の誤差も含まれている。

文化鼎談：50名

【大邱市立舞踊団】
すばらしかったです。大変見ごたえがありました。毎年公演してほしいです。空席が多いのが残念でした。価格を下げてでも満席にな

●

合計：1,192名

るとよいのにと思いました。
●

初めて現代のダンスを観劇しました。想像していたのと違って、驚きました。昔のダンスと異なることを実感しました。新潟のノイズム
も見たことがないので同じ感じかなと思いました。

Q. 今回の公演はいかがでしたか？

とてもすばらしい公演でした。息をつく暇もなく見入ってしまいました。ただ少し意味がわからなかったのが残念でした。また是非見

●

大邱市立舞踊団

城市当代舞踊団

Noism0

合計

満足

7

5

50

62

まあ満足

2

1

4

7

どちらともいえない

0

1

1

2

やや不満

0

0

0

0

不満

0

0

1

1

無回答

1

0

4

5

たいと思います。

■満足
■まあ満足
■どちらともいえない

●

した。Noism を知るためにも他を観るのは良い経験でした。みんなもっと来ればいいのに・・・。

■不満
■無回答

Noism 以外のカンパニーを観ることはあまりないので、今回はとても楽しみにしていました。とてもよかったです。時間を短く感じま

●

I Saw the Elephant で男性ダンサー 2 人が踊る場面が力が入っていてとてもおもしろく見ました。Moon-Looking Dog で舞台を
分割して作品を創っていることは、アフタートークで金森さんが指摘なさって初めて気づきましたが、そういうことだったのかと納得し
ました。

●

韓国の舞踊団の公演を見て、Noism とはまた違う表現や演出に驚き、楽しませてもらいました。自分もダンスをしているので表現の
参考にしたいと思います。

Q. 今回の公演を何でお知りになりましたか？

●

大邱市立舞踊団

城市当代舞踊団

Noism0

合計

ホームページや SNS

2

0

25

27

NIDF2015 チラシ

3

3

19

25

水と土の芸術祭のチラシ

0

0

22

22

家族・友人・知人

1

1

14

16

新聞・雑誌・市報

3

2

3

8

りゅーとぴあマガジン・カレンダー

2

1

0

3

■ホームページや SNS
■ NIDF2015 チラシ
■水と土の芸術祭のチラシ

韓国らしいと思ったのは衣裳の色づかいだった。外国で上演するのだからもう少し韓国の典型的な伝統の要素があった方が特徴が出
るかもしれないと思った。踊りはとてもよかったです。

予想以上にすばらしかったです。レベルの高さに驚きました。トレーニングすさまじいだろうな・・・。Noism とは違った種類の「闇」

●

を感じました。大邱市立舞踊団に他にどのような世界があるのか他の作品も観たいので、また新潟に来てください。
「アート」と呼ぶ

■家族・友人・知人
■新聞・雑誌・市報

に相応しい舞台、観られてよかったです。とても楽しかったです。観客少なくてもったいない！観るべき！

■りゅーとぴあマガジン・
カレンダー
■友の会会報

友の会会報

1

1

0

2

■ポスター

ポスター

1

1

0

2

■テレビ

テレビ

0

0

2

2

■その他

その他

1

0

8

9

【城市当代舞踊団】
●

抽象の要素が多く理解し難いところがあったが、さまざまな感情にさせられて楽しむことができました。

よかった Noism とのちがいが見えた。国民性 ホフマンの映画をみているような感じがした。

●

サン・ジジアさんと金森さんの踊りぜひみたいです。日本中で実現できるのはここくらいじゃないですか？

●

Q. 本日の公演にいらっしゃった理由は何ですか？（大邱市立舞踊団および城市当代舞踊団の鑑賞者に質問）
大邱市立舞踊団

城市当代舞踊団

合計

出演団体に興味があった

6

4

10

Noism に興味があった

3

3

6

舞踊に興味があった

3

2

5

演目に興味があった

0

0

0

■出演団体に興味があった
■ Noism に興味があった
■舞踊に興味があった
■その他

【Noism0】
今まで観たことのない表現で、とてもすばらしかったです。音楽とダンスと、照明もセットも衣裳も、人の哀しみと涙する感情にゆさぶ

●

られ、とても印象に残りました。すばらしかったです。観劇できてよかったです。ありがとうございました。
ストーリーがあって見やすかった。動きで何を表現しているかわかった。

出演者に興味があった

0

0

0

●

その他

1

0

1

●

井関さんが好きで神奈川から来ました。来たかいがありました。

●

新潟でこれが見れて、県民として幸せです。ありがとうございました。

前回高松で見た時のことを思い出しつつ、今回も胸がいっぱいになりました。今後金森さんの踊る姿を見られる機会を楽しみにしてい

●

ます。

（Noism0 の鑑賞者に質問）
Q. 本日ご来場くださった理由をお聞かせください。
Noism0
Noism に興味があったから

52

水と土の芸術祭に興味があったから

23

NIDF2015 に興味があったから

11

ダンスや演劇など、舞台芸術に興味があるから

12

家族・知り合いに誘われたから

0

その他

13

■ Noism に興味があったから

言葉にならないくらい感動しました。終わったと同時に涙が流れました。それまで集中していたのが一気に来た感じでした。ずっとりゅー

●

とぴあで Noism 公演を観たいと思っていて、やっと念願叶いました！！

■水と土の芸術祭に
興味があったから
■ NIDF2015 に

●

金森穣さんの踊りがもっと観たいです！！ アフタートークも全員のお話が聞けてよかったです。

興味があったから
■ダンスや演劇など、
舞台芸術に興味があるから
■その他

あっという間に時間が過ぎていきました。1 秒たりとも見逃したくない気持ちで観させていただきました。とてもすばらしかったです！

●

これまでに見た Noism 作品でベスト。井関さんの身体が切れっ切れ。魔術のような仕掛けに圧倒された。

●
●
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美しい舞台で素晴らしかったです。井関さんの表現力の凄さに鳥肌が立ちました。
（毎回）小㞍さんとの踊りも美しかったです。そして

本当に素晴らしい舞台でした。新潟に在ることが誇らしいです。ぜひ再び。
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制作した PR ツール

広告

PR tool

Advertising

＜メディア掲載＞
『ぶらあぼ +DANZA inside』 広告

●
●

朝日新聞 「ようこそ！新潟へ」特集の中での広告

『月刊にいがた』 タイアップ記事 1P「"NIDF2015" ここに注目！！」

●
●

CINRA.NET タイアップ 篠田市長×金森穣の対談記事「新潟市長に学ぶ「わけのわからない」アートと行政の楽しい関係」

●

CINRA.NET バナー広告

●

、3 か国の舞踊団が集結」
CINRA.NET タイアップ フェスティバル紹介記事「新潟発の国際ダンス祭『NIDF2015』

●

朝日新聞（新潟版） 広告

『月刊にいがた』 広告

●

『Komachi』 広告

●
●

UX TV スポット CM

●

TeNY TV スポット CM

＜交通・屋外広告＞
●

フライヤー

JR デジタルサイネージ（8 月 15 日〜 9 月 4 日の間で繰り返し放送）

レギュラー PR 枠の活用

制作部数：60,000 部
配布期間：仮チラシ 2015 年 6 月 6 日〜、本チラシ 6 月 12 日〜

Regular PR frame

『りゅーとぴあマガジン vol.41』
（フェスティバル紹介記事「世界から新潟へ 東アジアの「いま」に出会う。
」
）

●

デザイン：阿部太一［GOKIGEN］

ポスター
制作部数：200 部

●

（井関佐和子が出演。フェスティバルを紹介）
BSN ラジオ『ゆう WAVE』

●

新潟市長定例記者会見（篠田昭市長がフェスティバルを紹介）

●

FM PORT（山田勇気が出演。NIDF2015 と Noism2 の公演を紹介）

『市報にいがた』
（フェスティバル紹介記事「日中韓の舞踊団が集結 国際的なダンスの祭典」
）

配布期間：2015 年 7 月 27 日〜 9 月 4 日

●

デザイン：阿部太一［GOKIGEN］

●

（井関佐和子が出演。フェスティバルを紹介）
NST 新潟総合テレビ「市政ニュース」

●

FM NIIGATA（Noism スタッフの堀川いづみが出演。フェスティバルを紹介）

主な掲示箇所：新潟市内文化施設および、りゅーとぴあ近隣商店、約 86 カ所

公開リハーサルおよび囲み取材

Public rehearsal & interview

メディア関係者を招き、
Noism0『愛と精霊の家』の公開リハーサルと NIDF アーティスティックディレクターの金森穣の囲み取材を実施。

パンフレット

。
会場はりゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館〈スタジオ B〉

制作部数：2,000 部
配布期間：NIDF2015 の公演および文化鼎談にて配布

〈取材メディア〉新潟日報、朝日新聞社新潟総局、日本経済新聞社新潟支局、共同通信、TeNY テレビ新潟、UX 新潟テレビ 21、月

編集：友川綾子 デザイン：阿部太一［GOKIGEN］

刊ウインド編集部（映画館発行誌）
、月刊にいがた（タウン情報誌）
、Noism サポーターズ Unofficial（合計 9 社）

フライヤーの配布

Folding flyers

新潟県内文化施設 34 カ所、
新潟県外文化施設 53 カ所、
学校、
バレエ団、
ダンススタジオ等 86 カ所の計 173 カ所に配布。また、
りゅー
とぴあをはじめ、新潟市内の文化施設や映画館、首都圏の劇場公演で折り込みを実施。折り込みでは 49,000 部を配布した。
主な折り込み先

●

りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館、新潟・市民映画館シネ・ウインド、セッションハウス、東京芸術劇場、こまばアゴラ劇場、

KAAT 神奈川芸術劇場、金沢 21 世紀美術館 他

トレーラー
アップロード先：vimeo https://vimeo.com/135952553
配信開始日：2015 年 8 月 11 日

SNS

制作：山中慎太郎 モーショングラフィック：岡本憲昭 デザイン：阿部太一［GOKIGEN］

地方都市での開催という点から、東京および首都圏の観客、批評家、メディア等へのアプローチが難しかったが、SNS を使用するこ

CM
放映先：UX 新潟テレビ 21、TeNY テレビ新潟、JR デジタルサイネージ

プレスリリース
配信部数：配信部数：219 通（郵送、一部メールにて配信）
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放映期間：TVCM 8 月 12 日〜 23日、JR デジタルサイネージ 8月 15 日〜 9 月 4日
制作：シナプティックデザインズ株式会社
全体ディレクション・プロデュース：亀田和彦

配信日：2015 年 6 月 19 日

映像ディレクション・編集：阿部伸吾

主な配布先：新潟県内および首都圏のメディア

オリジナル音楽制作：畑中正人

デザイン：阿部太一［GOKIGEN］

ポストプロダクション：デジタルエッグ株式会社

NIDF2015 報告書

とでそれらの層にも新たに始まった催事としての認知を計ることができた。特に twitter では、観客やメディアのダイレクトな反応をリツ
イートすることで、より多くの人に現地での盛り上がりを伝えることができた。

twitter：@ NIDF_PR

Facebook：https://www.facebook.com/niigata.international.dance.festival/

●

使用した SNS

●

運用開始日／ 2015 年 5 月 20 日

●

運用頻度／会期前：1 週間に 1 〜 2 回程度 会期中：1 日に 1 〜 2 回程度

主な投稿内容／開催概要、公演概要、チケット情報、メディア掲載・出演情報、カンパニー情報など

●
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パブリシティ実績

Publicity

情報誌、新聞、テレビ、ウェブなどの各種メディアで 32 件の掲載と放送があった。うち 22 件は新潟県内の情報メディアであり、

情報誌

県内での情報発信に積極的に貢献してもらえた一方で、県外ではダンスの専門誌やカルチャー系の媒体での掲載が見られた。

掲載媒体

種類

1

ぶらあぼ+DANZA inside

情報誌（全国） 6月18日発行号

フェスティバル情報

2

月刊にいがた

情報誌（新潟） 6月25日発売号

フェスティバル紹介記事「日中韓の舞踊団がりゅーとぴあに集結」

3

月刊にいがた

情報誌（新潟） 6月25日発売号

フェスティバル情報

4

Komachi

情報誌（新潟） 6月25日発売号

フェスティバル情報

5

WEEK!

情報誌（新潟） 7月3日発売号

フェスティバル紹介記事「日中韓の舞踊団がダンスで文化交流」

『ぶらあぼ +DANZA inside』7 月 18 日発行号

NIDF2015 −新潟インターナショナルダンスフェスティバル
掲載誌：WEEK! 2015 年 7.3 号（7/3 発売号）

ぶらあぼ+DANZA inside

情報誌（全国） 7月18日発行号

フェスティバル紹介記事「日中韓のスペシャリストが繰り広げる祭典」

CUT IN

情報誌（新潟） 7月25日発行号

フェスティバル紹介記事「日中韓の舞踊団が集結」

8

街角こんぱす

情報誌（新潟） 7月25日発行号

フェスティバル紹介記事「世界から新潟へ NIDF2015−新潟インターナショナルダンスフェスティバル−」

9

DANCE MAGAZINE

情報誌（全国） 7月27日発売号

巻末公演情報

10 assh（新潟日報折込）

情報誌（新潟） 8月13日発行号

フェスティバル情報＆チケットプレゼント

11 美術手帖

情報誌（全国） 8月17日発行号

200字程度の紹介記事

12 新潟情報

情報誌（新潟） 8月19日発行号

金森穣インタビュー「舞踊の枠を越えた新たな芸術を新潟発、世界へ」

13 CARREL

情報誌（新潟） 8月20日発売号

フェスティバル情報

14 SWAN MAGAZINE

情報誌（全国） 12月11日発売号

レビュー「Noism0『愛と精霊の家』金森穣の細部にまで計算された渾身の感動作」

掲載媒体

種類

掲載または放映日

掲載内容

1

公明新聞

新聞（全国）

6月24日発行号

金森穣コラム「言葉の遠近法」

2

新潟日報

新聞（新潟）

7月16日発売号

フェスティバル紹介記事「日中韓舞踊フェス」

3

オン★ステージ新聞

新聞（全国）

7月24日号（7月17日）

フェスティバル情報

4

読売新聞（新潟県版）

新聞（新潟）

7月25日発行号

フェスティバル情報＆チケットプレゼント

5

公明新聞

新聞（全国）

8月12日発行号

金森穣インタビュー「新潟、横浜でダンスフェスティバル 新潟−日中韓の先駆的な舞踊団集う」

Newspaper

6

日本経済新聞（新潟版）

新聞（新潟）

8月12日発行号

公開リハーサル＆囲み取材レポート記事

7

朝日新聞（新潟版）

新聞（新潟）

8月12日発行号

公開リハーサル＆囲み取材レポート記事

8

新潟日報

新聞（新潟）

8月13日発行号

特集記事「新潟インターナショナルダンスフェスに寄せて 日中韓見比べる面白さ 地方発信の意味発見して」

9

新潟日報

新聞（新潟）

8月15日発行号

イベントピックアップで紹介「日中韓で作品創造を行うプロフェッショナルダンスカンパニーの競演」

10 新潟日報

新聞（新潟）

8月24日発行号

鼎談記事「自由な表現追い求め 日中韓舞踊団監督が座談」

11 朝日新聞（新潟版）

新聞（新潟）

8月25日発行号

鼎談記事「日中韓の舞踊団芸術監督が鼎談」

12 公明新聞

新聞（全国）

10月7日発行号

レビュー「Noism0『愛と精霊の家』男女の愛、人生の四季を表現した感動作」

TV

掲載媒体

掲載または放映日

内容

TeNY 夕方ワイド新潟一番

テレビ（新潟） 8月10日夕方放送

フェスティバル情報＆チケットプレゼント（原稿読み）

2

TeNY夕方ニュース

テレビ（新潟） 8月11日夕方放送

公開リハーサル＆囲み取材レポート

3

UX スーパー Jにいがた

テレビ（新潟） 8月11日夕方放送

公開リハーサル＆囲み取材レポート

4

UX スーパー Jにいがた

テレビ（新潟） 8月12日夕方放送

テレビ伝言板でフェスティバル紹介 Noismスタッフの上杉と堀川が出演

掲載媒体

種類

掲載または放映日

掲載内容

Real Tokyo

ウェブ

10月21日

レビュー「from Niigata - NIDFが切り拓く東アジアの新時代」

1
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種類

1

ウェブ

40

掲載内容

6

テレビ

『WEEK!』7 月 3 日発売号

掲載または放映日

7

新聞

新潟日報 8 月 13 日掲載

Magazines

Web

公明新聞 全国版 6 月 24 日掲載
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東アジアから発信された現代的な感性―NIDF2015 報告

石井達朗 ︱ 舞踊評論家、慶応義塾大学名誉教授

舞台全体が灰色。そこに部屋の壁を単純化したような2つのセッ

俳優の奥野晃士がナレーションを担当するほか、山田勇気と小㞍

トが置かれ、これは可動式。衝撃的な始まりである。ガーンとい

健太というベテランダンサーが参加し、具体性と抽象的な要素を

リッシュ。フォーサイス作品を思わせるオフバランスを随所に使っ

う電子音が響き、あたかも災害に逃げ惑うかのように、ダンサー

絡ませながら、起伏をつくる。

た魅力的な動きである。

たちが行き交う。男7名女7名。走る、止まる、ストップモーショ

ロシア的哀愁に満ちたチャイコフスキーの交響曲第5番の第一楽

2004年、日本で初めて公立劇場付属のレジデンシャル・カンパ

時にサイボーグを思わせるダンサーたちの存在感は、金森の代

ン。叫び、何か繰り返される言葉（公演後のトークでサン・ジジア

章が流れるなか、白いボディタイツの井関が生命を得たマネキン

ニーとしてNoismが新潟市に誕生した。これは日本の文化史に

表作の一つ『NINA 』を想起させた。わたしはたまたま1999年

は、台詞はひとつといい、それは「私は覚えていない」だと話した）
。 か自動人形のように動きだす。奥野が明晰なアーティキュレーショ

おいて前例のない画期的なことである。以来、現在に至るまで11

の初演のときにソウルの劇場で本作を見ているが、いわゆるモダ

このあと6、7回の暗転があり、そのたびにシーンの雰囲気が変

年にわたり芸術監督である金森穣はクオリティの高い舞踊作品を

ンダンス的な作品が多かった当時の韓国の舞踊界で、傑出した

化する。窓で演技するダンサーの映像がコンピュータ処理されて、 の言葉を、過ぎ去った時を悼むかのように発する。
「私はあなた

発表し、公演活動を通して新潟市民との交流を活性化してきた。

作品として記憶していた。今回見ても古いという感じはなく、むし

装置や背後の壁に投影される。次のシーンは一転して、情緒的

が好きだった」
「私は何もかも失ってしまった」などの言葉と、こ

Noism公演はまた、新潟市だけに限らず、東京・横浜ほかの地方

ろ新鮮であった。

なピアノがゆっくり響くなか、男2人女1人のトリオ、そこに男がも

の世の者ではないかのような井関の存在感。ノスタルジーに引き

都市、海外公演においても高い評価を得て、新潟市のイメージを

この日の後半は、新作『I Saw the Elephant 』より第2部であ

う1人加わり・・・というふうに、動と静は対比されながら進行する。

込まれる冒頭である。

あらたにしつづけている。このカンパニーを、市を支える大切な

る。公演後のトークで金森穣が語っていたが、第1部を見てから

感心したのは、14名のダンサーたちに主役と脇役をつくらず、群

続くシーンでは、須長檀によるハーフミラーが効果的に使われる。

仲間としてサポートし育んできた篠田市長と行政のあり方には、多

この2部を見るのと、今晩のように第2部だけ独立して見るのとで

舞のフォーメーションを最大限にうまく使っていることである。た

モーリス・ラヴェルの《亡き王女のためのパヴァーヌ》のピアノがロ

くの日本の地方都市が学ぶべきものが多々あるだろう。

は、だいぶ印象がちがうようである。第1部にはタイトルにあるよ

とえば、中盤での男女のデュオ。そこに舞台の四方から男4人が

マンティックに流れるなか、山田が井関にバレエを指導するかの

NIDF2015は、新潟市が東アジア文化都市に選ばれて実施する

うに「象」がイメージとして出現するようだが、第2部だけ見ると

走りより、デュオを踊っていた2人は退場し、男だけ4名が残る。

ような情景を描くデュオ。ハーフミラーの向う側の人影が、この世

事業の一環である。日本で唯一のレジデンシャル・ダンスカンパ

純粋にポップで抽象的な作品である。いろいろな制約があったこ

そしてそこから3名が抜けて、最後に男性ソロに・・・・というスピー

の者ではないかのようにも見え、音楽とひとつになる。緻密な振

ニーを11年間維持してきた市にとって、そして日本のコンテンポラ

『Moonととは思うが、できれば1部と2部を通して見たかった。

ディな展開がある。コンピュータ処理された歪んだ顔の映像を投

付けが光るシーンである。

影するシーンで、電子音のサウンドとダンサーの身体との関係性

奥野がしゃべり、男3人が踊るとき、そのなかのひとりが金森であ

1. 実現した国際的なダンスフェスティバル

リーダンスシーンを地方からしっかりと支えてきたNoismにとって、 Looking Dog』が1999年の作品で、本作は最新作ということは、

ンで、不条理の劇作家として知られるイヨネスコの『椅子』から

この国際的なイベントは待ち望んだものであったはずである。

15年の時間の経過があるのだが、ホン・スンヨプの作品の方向性

のつくり方もユニークで面白かった。

る。金森が久々に踊ることで、場内に一瞬シーンとした空気が流

Noismと同じレジデンシャル・カンパニーで、高い水準の作品を

は、しっかりと現在までぶれることなく維持されてきたようだ。そ

舞台がピーンと張りつめたような緊張感を終始保っているのが、

れる。この後に続く影絵は、20世紀前半のサイレントコメディの

発信しつづけている舞踊団が、韓国の大邱市と中国の香港から

の特徴は一定の小刻みなリズムのなかで、ダンサーたちの動きを

本作の魅力である。だが、男女のデュオなどではもっとオリジナ

ように、快適なテンポで夫婦のよくある亀裂（夫は仕事に没頭す

それぞれ招聘された。Noismを含めて3者が3週間をかけて毎週

構成してゆくということ。腰から指の先までスピーディなユニゾン

ルな動きがほしい。また、14名全体の群舞シーンなどで、一部

るだけで妻にかまってくれない・・・など）を描く。この後の小㞍

金曜日に作品を発表するというかたちをとる。公演後には必ず篠

で動くダンサーたちのテクニックには、驚くべきものがある。

のダンサーがまだ動きをしっかりと身につけていないような箇所

と井関のデュオが、影絵の内容を自然に引き継ぐようでとてもい

田市長自らが挨拶し、金森穣とそれぞれのカンパニーの振付家が

真っ黒な舞台床の中央に白い正方形があり、そこでカラフルなボ

もある（ダンサーたちは、初演の時とはかなり代わったという話

い。小㞍は大きく動きながらも、細やかな表現力を見せる。妊娠

トークを行うということにも、このイベントに対する熱意と、つね

ディタイツのダンサーたちが踊る。床の白はあとで縦長にのばさ

が公演後のトークであったが、そのせいかどうかは不明である）
。

した井関が流産してしまう突然の悲劇は、おなかの風船をパンと

に市民との交流を密に保とうという姿勢が感じられる。また、8月

れ、最後は白が舞台全体に広がる。ダンサー自身が床のシート

全体はきわめてコンテンポラリーな作品である。中国の伝統に依

割ることによって表される。

23日には金森と2つの舞踊団の芸術監督との鼎談の会が設けら

を動かすという、シンプルで卓抜なアイディアである。ホン・スン

拠することなく、舞踊界の現代的な流れと方向性を視野に入れて

暗転のあとラストに予期しないシーンが出現。金森が20歳のとき

れ、創作活動や舞踊団を維持してゆくための環境などについて

ヨプは、ダンサーの動きばかりでなく、空間そのものを変容しつ

いる。香港以外の中国の都市で、このような作品がどう受け入れ

につくった佳作『Under the marron tree』である。大きな横

有意義な意見が交換された。以下はその記録である。

つ時空のスケール感を強めている。12名のダンサーの出と入り、

られるのか気になるところである。

長のテーブルの下から出てきた井関が、喪失感と悲しみを体いっ

ポジショニング、そしてユニゾンとずらしの部分、ストップモーショ

2. 韓国・大邱 大邱市立舞踊団
『Moon-Looking Dog』／
新作『I Saw the Elephant』より第2部
芸術監督・振付：ホン・スンヨプ
『Moon-Looking Dog』はホン・スンヨプのごく初期の充実した

ンなど、そのすべてが寸分の狂いもないタイミングで構成されて

4. 日本・新潟 Noism0

ト》は、舞台、映画、ダンス等いろいろなところでよく使われるが、

いる。

新作『愛と精霊の家』

これほどアーティスティクな香り高いものは少ないだろう。

芸術監督・演出・振付：金森穣

本作の最初から最後まで今、舞踊家としてもっとも充実した時期

おして、心臓の鼓動のように打ち続けるリズムを体で感じながら

原案：シアンの家（初演：2012年9月1日 高知県立美術館）

を迎えているにちがいない井関が輝いていた。癒しえない喪失、

動き続けるダンサーたちの技術の高さとホン氏の振付けの緻密さ、

2012年に井関の故郷・高知県の高知県立美術館で初演された

そして不在感・・
・。喪失や不在は常に「死」のイメージとつながり、

『Moon-Looking Dog』と『I Saw the Elephant 』両作品をと

作品。ソロから群舞に至るまで、舞台のポジショニングも含めて

そしてそれが技術一辺倒にならずに遊戯感覚をもっていることが

実に緻密に構成されている。舞台全体を分割した空間（公演後

印象的である。

のトークによると12分割）にダンサーを配置し、そのポジション
により照明が舞台のあちこちを移動する。照明の明暗と移動が、
規則的にリズムを刻む電子音と呼応し、舞台に快い緊張感がみ
なぎる。ダンサーたちの体の使い方は徹底してソリッドでスタイ
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ぱいに表現して踊る。グスタフ・マーラーの名曲《アダージェッ

3. 中国・香港 城市当代舞踊団
『As If To Nothing』
芸術監督：ウィリー・ツァオ 振付・舞台美術：サン・ジジア

『シアンの家』を、更に大きなスケールに発展させた作品である。

愛の奥行きの深さを見せる。過去の金森作品からロマンティック

テーマは愛と死。愛と死と言えば、古今東西あらゆる分野の芸

な部分を縫合し、新しいシーンを加えながら、一貫性を感じさせ

術で扱われてきたテーマだが、ここではダンス作品としてのスペク

る愛のドラマティックダンスができあがった。愛の物語は同時に、

タクルで情感を際立たせる。
『シアンの家』は金森と井関とのデュ

Noismの充実と、新潟市民が長い間そこに寄せてきた想いを物

オ作品で、自ずと虚実入り交じる2人の姿がロマンと多少の諧謔

語る。これからの更なる挑戦にも期待したい。

をもって表現されている。
『愛と精霊の家』では、この2人以外に、
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Contemporary sensibility that originated from East Asia. ― NIDF2015 report

bodysuits. This square later was stretched to a rectangular,

solo. The development was swift. In one scene during which

Tatsuro Ishii ︱Dance critic, Honorary professor of Keio University

and then spread to cover the entire stage in white. The

the digitally contorted image of a face was projected, the

dance mats were moved by the dancers themselves; a

relationship between the electronic sounds and the body of

simple but effective idea. Hongʼs vision was not limited to

the dancers was very unique and interesting.

1.An international dance festival has finally become

Artistic Director, Choreographer: Sung Yop Hong

the physical movements but also involved transformation

What was attractive in the piece was the constant tension

a reality

Moon-Looking Dog is a fine work from the early period of

of the space to intensify the sense of the space and time.

that was maintained throughout. However, the male-female

the choreographerʼs career, with its movements and space

Many choreographic elements̶ the entrances and exits of

duet was not so original, and in some of the group scenes,

It was in 2004 that Noism, the first residential dance

composition minutely calculated and composed in solos

the twelve dancers, their positions, movements in unison

there were a few dancers who looked like they had not

company of a public theater in Japan, was born in the city

and group scenes. The entire stage was divided into several

as well as variations and freezes ̶ were organized with

learned the choreography so well. (The choreographer

of Niigata.This event was unprecedented in the cultural

zones (twelve zones according to the directorʼs explanation

absolute precision.

said in the post-performance talk that the cast was very

history of the country. Artistic director of the company

in the post-performance talk) in which the dancers were

The impeccable technique of the dancers moving and

different from when the piece was premiered, but I donʼt

for the eleven years since it was founded, Jo Kanamori

positioned. The lighting moved from one zone to another

feeling the fast and constant heart-beat-like rhythm,

know whether the problem was due to that.)

has always created high quality dances, thus engaging

according to the dancers movements, and this together

precisely interpreting Hongʼs minute choreography, was

As a whole, it was a very contemporary dance piece. Not

the local audiences in Niigata with enthusiasm. Noismʼs

with the electronic sounds in sync with the lighting created

seen in both pieces. It was not, however, merely a showy

relying on traditional Chinese arts, the company seemed

works have been presented not only in Niigata but also in

a very pleasant tension for the piece. The solid physicality

display of their technique; it had a sense of playfulness, and

fully aware of the current trends and visions of the worldʼs

Tokyo, Yokohama and other cities around Japan as well as

of the dancers was very stylish, and with their off-balance

thus was even more impressive.

contemporary dance. I wonder how such a piece has been

overseas to high acclaim, thus renewing the image of the

techniques I was reminded of William Forsytheʼs work.

city. The company owes much to the support of Mayor

The dancers were sometimes reminiscent of cyborgs,

Akira Shinoda, who views it as an important partner of the

reminding me of NINA, one of Kanamoriʼs representative

city. I think other Japanese cities could learn from Shinodaʼs

works. I happened to see Moon-Looking Dog when it

cultural policy.

premiered in 1999 in Seoul. While the Korean dance scene

NIDF2015 is one of the cityʼs programs as the Culture City

back in those days was dominated by the old-fashioned

of East Asia. This international festival is something long

modern dance , Hongʼs piece was very unique and

received in other cities in China outside of Hong Kong.

3. City Contemporary Dance Company,
Hong Kong, China

4. Noism 0,

As If To Nothing

Niigata, Japan

Artistic Director: Willy Tsao; Choreographer: Sang Jijia

The House of Spirit

The entire stage was in grey. Two sets of movable walls

Direction and Choreography: Jo Kanamori

suggested a room. The opening of the piece was shocking.

Based on The House of Cyan (premiered on September 1,

waited and looked forward to by the city of Niigata, which

outstanding. Even after 15 years, it still felt quite fresh.

A big strike of gong-like electronic sound echoed while

2012 at the Museum of Art, Kochi)

has sponsored Japanʼs only public hall residential dance

The second part of the evening featured the second half of

the dancers crisscrossed as if running away from a disaster.

company for the last eleven years, and by Noism itself,

Hongʼs latest work, called I Saw the Elephant. As Kanamori

The House of Cyan was premiered in 2012 at the Museum

Seven men and seven women ran, and suddenly stopped.

of Art, Kochi where Kanamoriʼs dancer Sawako Iseki was

which, while based in a provincial city, has actively led

said in the post-performance talk, the impression of the

They cried out repeating the same words. (Sang Jijia

born, and The House of Spirit was an extension developed

Japanʼs contemporary dance scene.

work when you see only the second part separately like

explained in the post-performance talk that the dancers

from it. The subject was love and death, a common theme

Invited to the festival this time were two, also residential,

that night is very different from when you see the entire

were repeating only one sentence, the word was "I don't

among all art forms in any culture or age, but here, the

world-level dance companies from Hong Kong, China and

piece. The first half apparently has the elephant motif

remember".

emotions were expressed through a dance spectacle. While

Daegu,South Korea. The three companies presented their

as the title suggests, but watching the second half alone,

After the opening scene, there were six or even seven

the former was a duo by Kanamori and Iseki, depicting the

dances respectively on Friday in three consecutive weeks.

it was like a purely abstract piece with an urban feeling. I

blackouts which changed the atmosphere of the scenes.

two in reality and fiction, romantic with some humor in it,

After each performance Mayor Shinoda made a speech,

fully understand there must have been many limitations,

In one scene, video images of dancers moving in windows

the latter piece involved, in addition to the two, Akihito

which was then followed by a dialogue between the

but I wish the festival had programed the entire piece

were projected onto the sets and the back wall, followed

Okuno, an actor who narrated the texts, and two veteran

director of each company and Jo Kanamori, demonstrating

as a full-evening program. While Moon-Looking Dog

by the scene of a trio (two men and a woman) dancing to

male dancers, Yuki Yamada and Kenta Kojiri. The narrative

not only their enthusiasm about the festival but also their

was made in 1999, I Saw the Elephant was created this

an emotional piano piece and later joined by another man.

was formed with ups and downs mixing realism with

commitment in creating a close bond with the citizens. In

year. Over these fifteen years, the direction of Sung Yop

Dynamic movements were contrasted with quiet elements.

abstract elements.

addition, on August 23, all three directors got together on

Hongʼs work seems to have remained firm and stable: his

It was interesting to note that there was no particular

In the opening scene, Iseki began moving as if she were an

stage to discuss their creations and the environment they

choreography is characterized by the composition of the

division between leading and supporting roles among

animated mannequin or an automat in a white bodysuit to

are trying to build in order to maintain their companies.

dancersʼ movements to a fast, steady rhythm. The dancersʼ

the fourteen dancers. They were tactfully coordinated in

the first movement of Tchaikovskyʼs Symphony No. 5. Soon

technique of moving in high-speed unison from the hips to

various formations of group dance. For instance, in the

Okuno joined speaking with clear articulation the texts of

2. Daegu City Modern Dance Company,

the tip of the fingers was utterly impressive.

middle of the piece, there was a duet of a male and a female

The Chair by Eugène Ionesco, French playwright of the

Daegu City, South Korea

In the beginning there was a white square in the center of

dancers, who were then replaced by four male dancers, of

Theater of the Absurd, as if mourning for the time past.

Moon-Looking Dog, I Saw the Elephant (The Second Act)

the black stage on which the dancers danced in colorful

whom three exited, leaving one male behind to dance a

Such phrases as I loved you and I have lost everything ,
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地域の芸術性をひらくNIDF2015

友川綾子 ︱ ライター、編集者

together with the otherworldly presence of Iseki, created a

was expressed as Iseki broke a balloon on her belly.

superbly nostalgic opening for the piece.

After a blackout, the ending scene was a surprise: Iseki

In the following scene, the half mirror crafted by product

danced Under the marron tree, one of Kanamoriʼs early

NIDF2015は「インターナショナルフェスティバル」というわりに

ホン・スンヨプが、2014年11月に大邱市立舞踊団の芸術監督に

designer Dan Sunaga was used effectively. The duet to

pieces, made when he was twenty years old. Coming

Maurice Ravelʼs romantic Pavane pour une infante défunte

は公演本数が少なく、少々こじんまりとした規模での開催となっ

就任したばかりという時期的な事情があるだろう。観客はひとつ

out from underneath a large, wide table, Iseki danced

on piano featured Yamada seemingly teaching ballet to

expressing loss and sorrow with her entire body. Gustav

た。しかも、3週に分けて金曜の夜に公演を行うという日程であ

の作品に対する深い鑑賞体験を得る代わりに、1999年に発表さ

Iseki. The figure in the half mirror looked like somebody

Mahlerʼs masterpiece Adagietto is a popular piece of music

る。首都圏在住のダンスファンが全てのプログラムを鑑賞する

れたホンの代表作と最新作とを比較することで、ひとりの振付家

in the other world. Kanamoriʼs minute choreography

frequently used in theater, film and dance, but very few

のには高いハードルがあった。この点については不評であったし、

の長いキャリアの中での変化や変わらぬ個性を味わうことができ

was superb, uniting the dance with the music in perfect

works have been as artistically fragrant as this.

公演ごとに観客動員数に偏りが出たのは、首都圏からの「通いに

ただろう。

harmony.

From the beginning to the end of the piece, Sawako Isekiʼs

In the piece there were four male performers: Okuno who

performance was brilliant. At the pinnacle of her career as a

spoke the texts, and three dancers, one of whom was Jo

くさ」にも一因があるだろう。しかし、事情を知っている立場で
擁護するわけではないが、これは本意ではなかったことも明らか

そして、NIDF2015の企画におけるさらに重要な柱は、劇場専属

dancer, she powerfully expressed the incurable loss and the

にしておきたい。NIDF開催の契機となった、2015年度東アジア

舞踊団であるNoismと似た運営形式を持つ舞踊団を招聘した点

Kanamori himself. It had been a long time since he had last

absence of love. This loss and absence always suggested

文化都市事業での新潟市の選出決定は、2014年の11月だった。

である。それゆえに、前述した「複数の作品を鑑賞し、比較する

danced. The moment he started, the audience could clearly

the image of death, and all the more for it, the depth of

NIDFはそれから実にわずか9 ヶ月ほどのわずかな準備期間で実

ことで芸術理解を深める」ことに加えて、劇場専属舞踊団の集

be felt holding its breath. The following shadow play was

love. Patching together some romantic bits of his previous

現された事業なのである。そのような急ごしらえでは、フェスティ

団としての身体性を、3つの舞踊団間で比較することが可能にな

like an early 20th century silent comedy film depicting the

works and adding some new scenes, Kanamori succeeded

バルを開催するのに理想的な日取りで公演日程を設定するのは

り、彼らの芸術活動を支える背景（トレーニング方法や環境、舞

typical crack of a married couple (the husband only caring

in crafting a consistent, excellent piece of dramatic dance

難しかっただろう。本来は開催準備に3年以上は必要とされるも

踊家の雇用形態、行政との関係や社会的責務への意識）が舞台

about his work and not paying attention to his wife), which

of love. This story of love proved that Kanamoriʼs company

のなのである。急なオファーに応えてくれた大邱市立舞踊団と城

上の表現にどのような作用を及ぼしているかまでもが比較可能に

was then followed by a duet with Iseki and Kojiri, which was

Noism has grown strongly, receiving the long lasting love

市当代舞踊団にも負荷をかけたことだろう。しかし、アーティス

なるのだ。また、ディスカッションプログラムを通じては、劇場

excellent in naturally taking over the story of the shadow

of Niigata citizens for the company. There is much hope for

play. Kojiriʼs movements were large and delicate at the same

their further challenges.

ティックディレクターの金森穣には不都合を乗り越えてでも、
「い

専属舞踊団の社会的あり方を、日・中・韓それぞれの事情も含め

まこそ新潟でインターナショナルダンスフェスティバルを開催すべ

て比較し考察するという、広い視座での芸術理解の形成を試み

き」だという強い想いがあった。そして、Noismの設立11年目を

。各舞踊団の芸術監督による鼎談
ることができた（P.23 〜参照）

迎えた2015年は、まさに絶好のタイミングでもあったと感じられ

を実現させたことの重要性も見逃せない。韓国・中国・日本それぞ

る。この点については後述したい。

れの舞踊界の重要な担い手である、3名の芸術監督の出会いは、

time. The sudden tragedy of the pregnant wifeʼs miscarriage

今後、この3カ国間でより活発なコンテンポラリーダンスを通じた

NIDF2015の企画にはいくつかの重要な柱があった。ひとつは公

交流がなされることを強く予感させるものである。

演のあり方である。様々な表現をつまみ食いするように鑑賞する
のではなく、
「それぞれの舞踊団の表現と正面から向き合う」点

Noismは日本における唯一の劇場専属舞踊団である。唯一で

が意識されていることだ。
「芸術は分からない」と感じる人は世に

あるとは特権でもあるが、Noismがより良き運営や活動を模索

多く存在する。その「分からなさ」を理解に転換する最初の一歩

する際に、参考にできる活動事例が存在しないということでもあ

には、複数の作品を鑑賞して作品同士の違いを感じ、比較する

る。もちろん、欧米の事例を参考にすることはできるのだが、欧

ことが効果的である。芸術の専門家、例えば評論家のような専

米と日本では舞踊の歴史が異なり、舞踊家の育成の点や行政支

門性の高い人であっても、鑑賞するという行為からでしか、芸術

援のあり方、社会的な舞踊の位置付けの様相なども異なるため、

を語り出すことはできない。複数の良質の作品と向きあうことでこ

参考にならない点も多い。つまり、ライバルが不在であることは、

そ、芸術との触れ合いがはじまり、見巧者が育つのである。そして、 中長期的に見て、劇場専属舞踊団の存在や舞踊を社会に位置付

NIDF2015 のメイン会場となったりゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館 NIDF main venue, RYUTOPIA Niigata City Perfoming Arts Center.
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ひとつの作品全体を通して味わうことでしか、作品に対する深い

けていく上で、障害でもあるのだ。NIDF2015では、日本国内

鑑賞体験は形成されない。その芸術理解の原則をNIDF2015は

から少し視野を広げ、日本と近い社会背景を持つ韓国およびに

十分に意識し、舞踊団ごとにその表現のあり方全体を見せるとい

中国の劇場専属舞踊団の表現と事情を知ることができた。国境

う点に留意していたのである。松丸亜希子氏のレビュー（注1）で

を超えて良き仲間でありライバルでもある存在と出会い、自らの

も「優劣ではなく差異の発見、そこにNIDFの面白さがある」と

活動を相対化する機会を得たことで、新潟でのNoismの活動に

紹介されている。唯一、大邱市立舞踊団は2部に分けて2つの作

新たな栄養が与えられたのは間違いない。芸術監督である金森

品を上演するスタイルをとった。そこには両作品の振付家である

穣をはじめ、所属する舞踊家、劇場のテクニカルスタッフ、制作
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スタッフ、観客も含めて、Noismの活動に関わる全ての人にとって、 りゅーとぴあに訪れる観客の審美眼でもある。大邱市立舞踊団と

partly because Sung Yop Hong, the choreographer of both

introducing the residential companies from China and

良き刺激であっただろう。こうしたことこそが、活動拠点でホスト

城市当代舞踊団は、Noismの活動を通じてりゅーとぴあを中心

pieces, had just assumed the position of artistic director

South Korea with their similar social backgrounds and their

国として、インターナショナルダンスフェスティバルを開催する醍

として新潟に渦巻く、コンテンポラリーダンスファンが放つ熱気を

of the DCMDC in November last year. In this case, instead

works, NDIF2015 was able to broaden our perspective

醐味であるともいえる。

感じ取ったことだろう。インターナショナルダンスフェスティバルの

of seeing and appreciating a single piece more deeply, the

on the subject. Having met with colleagues/rivals beyond

audience was able to compare Hongʼs representative piece

national borders has provided a good opportunity for

from 1999 with his latest work, and enjoy the changes the

Noism to re-examine itself through them. This experience

choreographer had undergone through his career as well

will serve as good nutrient for the company in developing

as the unchanged unique quality of his work. Journalist

its activity in the soil of Niigata. It must have inspired not

Akiko Matsumaru said in her review (*1) that the charm

only artistic director Jo Kanamori but also the resident

of NIDF2015 was in discovering differences rather than

dancers, the theaterʼs technical and administration staff,

superiority among the three programs.

and also the local audiences and everyone who is involved

Another, even more important, concept of the festival

in Noismʼs activities. This is exactly the real pleasure of

ような場で、国際的な視野を持って劇場専属舞踊団のあり方を考
設立11年目のNoismは実に充実した活動を行っている。だから

えたとき、くっきりと現れ出てくるのが、舞踊団が日頃の活動を通

こそ、より高みを目指すためには世界に向けて発信する機会が重

じて、その地域に培っているものが何であるか？ ということなのだ。

要だ。そして、Noismの活動を通じて新潟にコンテンポラリーダ
ンスの観客が育ってきていることこそが、この2015年にNIDFが

NIDF2015の開催を通じて発見されたこのような様々な視点や出

開催されるに至った大きな要因といえよう。定期発行されている

会いは、深い部分で新潟とNoismにどのようなインパクトをもた

Noismサポーターズ会報誌には、会員たちの深く洞察力をそな

らし、どんな変化を生んでいくのだろうか。本当の成果は、少し

えたレビューが毎公演ごとに掲載される。NIDFはこうした目の肥

先の未来で収穫されることだろう。3年後の開催を目指す2度目

was that it invited companies which had a format similar to

hosting an international festival.

えた観客に、さらに多様な芸術表現を鑑賞する機会をもたらした。 のNIDFにおいて、その成果が見られることを期待したい。

Noism, a residential dance company of a public theater. In

Celebrating its eleventh anniversary, Noism is carrying

時に見過ごされがちだが、芸術表現は観客抜きには存在しえない

addition to the above-mentioned advantage of allowing

out a full range of activities. It is therefore necessary to let

the audience to see more than one work and compare

the world know about the company in order to gain the

them, this concept also provided the chance to analyze

higher level of recognition that it deserves. What has made

the differences and similarities among the three residential

it possible to hold this festival this year is the fact that the

dance companies in their respective cities, and to see

local audience for contemporary dance in Niigata has been

how their creative environments (including the training

growing thanks to Noism. The periodically published Noism

methods and infrastructure, the mode of employment of

Supporters newsletters carry insightful reviews on Noismʼs

the dancers, the relationship with the government and

works by the members. And the NIDF brought even more

commitment to society) affect their artistic expression on

diverse works to them. One often overlooked fact is that

stage. In the discussion program, the audience was able

art is not possible without an audience. The message

のである。新潟でのインターナショナルダンスフェスティバル開催
を通じて世界に発信されるのは、各舞踊団の芸術性のみならず、

注1―
「from Niigata - NIDFが切り拓く東アジアの新時代」執筆・松丸亜希子

webメディアRealtokyoにて2015年10月に公開されたレビュー。執筆者の松丸氏は長
岡市在住。

NIDF to produce the fertility of art by trans boundary
Ayako Tomokawa︱Freelance witer

and editor

For an international festival, NIDF 2015 was rather a small-

Jo Kanamori, was strongly convinced that an international

to learn more about art from a broader point of view as

that is delivered to the world through the international

scale event with a very few programs in it. Furthermore,

dance festival had to be held in Niigata now despite all the

the three residential dance companies from South Korea,

festival in Niigata is not only about the artistic quality of

the programs were presented on Friday evenings of three

difficulties to overcome. As this year marked the eleventh

China and Japan exchanged information and opinions on

the companies who participated in the festival but also

different weeks. It was quite difficult for dance fans from

anniversary of the Noism company, the timing was never

how they were managed and related to society (see p. 23.)

how receptive the local audience of RYUTOPIA is. Both

the Tokyo region to attend all of them despite the small

better. I would like to elaborate on this later.

The program was also meaningful as an opportunity to

the DCMCD and the CCDCmust have felt the feverish

number. There were complaints about this. The turn-outs

There were a few important concepts in this project.

bring the artistic directors of the three companies together

enthusiasm of the contemporary dance fans whirling around

varied depending on the program, partly because the

One of them was about the way the audience could be

for the dialogue. The encounter of the leaders of the

RYUTOPIA and Niigata at large. When you think of what the

inconvenience for the potential audience from Tokyo to

involved in and fully appreciate the work of each company.

contemporary dance scenes in the three countries will

roles of a residential dance company are at an international

commute every Friday for three weeks in a row. I must

There are many people who say they donʼt know how to

certainly become a milestone in further development of

level, such an international dance festival clearly reveals

point out, however, that the problem was not intentional.

appreciate art. As the first step for them to learn, it would

exchanges of contemporary dance within the region.

what the company is nurturing in its local community on a

Providing the chance to organize the NIDF, Niigata City was

be effective for them to watch more than one program and

Noism is the only theater-annexed residential dance

day-to-day basis.

selected as the Culture City of the East Asia for 2015 as

compare them. Art professionals, including critics, cannot

company in Japan, which may be a privilege but also means

What impact and changes will be brought to Niigata and

late as in November 2014. The city had only nine months to

talk about art without seeing it. Only by seeing more

that the company has no role model to follow in its search

Noism at a deeper level by the new insights and encounters

prepare for this festival. With such short notice it must have

than one quality piece of art one can start appreciating it

of better ways of running the company. Of course, there

that have been obtained through NIDF2015? We must wait

been very difficult to set any better dates for the programs.

better. Also, one needs to see not a part but the entirety

are model cases in Europe and America, but the history

for a little while before we can harvest the true fruit of the

Usually such a festival would take over three years to

of a piece in order to appreciate its true value. Being fully

of dance there as well as dance education and public

festival. The second edition of the NIDF is scheduled in

prepare. It must have been stressful also for the Daegu

aware of this principle in appreciating art, NIDF 2015 tried

support are all so different that referring to them may

three years from now. I hope we will be able to see the fruit

City Modern Dance Company and the City Contemporary

to present a full-evening piece from each company, with

not necessarily be very helpful. The absence of rivals may

then.
*1— The review from Niigata - the New Era of East Asia through the NIDF ,
written by Akiko Matsumaru, published on the web art magazine Realtokyo

Dance Company which accepted the festivalʼs offer on

the exception of the DCMDC which chose to show two

become an obstacle in the middle to long run when trying

such short notice. But the artistic director of the festival,

different pieces in a double bill presentation. That was

to build a close relationship with the local community. By

48

NIDF2015 報告書

in October 2015. Ms. Matsumaru lives in Nagaoka City, Niigata Prefecture.
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NIDF2015 を終えて

アジアの舞踊を開拓する同志との出会い

ホン・スンヨプ
Sung Yop Hong

Encounter with My Fellow Pioneers of Dance in Asia

東アジアを代表する 3 つの舞踊団のさらなる交流に向けて

Towards further collaboration of three prominent dance companies in the East Asia.

ウィリー・ツァオ
Willy Tsao

NIDF2015に参加したきっかけは、今年の始めまで遡る。日本に

News of the NIDF2015 reached me at the beginning of this

NIDF2015にお招きいただき、新潟を訪れることができたことを、

It is our pleasure to be invited to Niigata City for the first

いる崔柄珠氏から、
「大邱市立舞踊団が8月に新潟で公演するこ

year when Ms. Byung Joo Choi contacted me asking if it was

大変嬉しく思っております。今回は、私どもの城市当代舞踊団に

NIDF2015. This time I spent around three days to participate

よる『As If To Nothing』の公演に加え、文化鼎談やNoism2

in the seminar, visited an outreach performance of Noism2,

of artistic director of the company in November last year, and

のアウトリーチパフォーマンスを鑑賞するため、新潟に3日ほど滞

and my company, the City Contemporary Dance Company

ており、8月の来日公演は、時期的にも舞踊団としても、非常に

was preparing my new piece for the company to premier in

在をいたしました。

良い経験になるだろうと考えた。 悩むことなく即、参加の返答を

May this year. I thought a tour to Japan in August would be a

新潟市がりゅーとぴあの劇場専属舞踊団としてNoismを受け入れ

した。しかも、日本の金森穣が率いるNoismと香港のウィリー・

very good experience for the company, the timing was ideal,

ていることに深い感銘を受けました。日本ではNoismが唯一の

とは可能か」と打診があったのだ。私は昨年11月に大邱市立舞
踊団の芸術監督に就任したばかりで、5月に新作の発表を予定し

ツァオが率いる城市当代舞踊団が公演を行うフェスティバルなの
だから、例えどんなに難しい状況であったとしても、なんとか参
加しようと努力したはずだ。公演の準備を進める中で、3団体の

possible for the Daegu City Modern Dance Company to
perform in Niigata in August 2015. I had just gotten the job

so, I didnʼt think twice before answering positively. Particularly
because it was a festival in which such prestigious companies
as Noism from Japan, led by Jo Kanamori, and the CCDC from

劇場専属舞踊団であると聞いています。アーティストが安定した
条件下で創作に取り組める土壌が整備されることは、日本におけ

(CCDC) performed the repertoire As If To Noting in the
Festival.
I was deeply impressed by the city council who offers
Noism as the resident company in RYUTOPIA, which is the
only case in Japan. This allows a nurture ground for artists

Hong Kong, headed by Willy Tsao, were going to participate, I

るコンテンポラリーダンスの発展に寄与するものです。また、東

芸術監督が一緒に集まる日程があるという話に、私はなおさら興

thought it would be worthwhile to join at any cost. Organaizer

アジアの3 ヶ国を代表する舞踊団の芸術監督が一堂に会した文

味をそそられた。面識はなかったが、3人には様々な共通点があ

was planning to provide an opportunity for the artistic

化鼎談には、100名を超える聴衆が集まってくださり、これもまた、

ると考えたからだ。

directors of all the three companies to get together, and I got

私にとって大きな喜びを感じる出来事でした。

I also glad that more than hundred audiences attended

新潟市民がコンテンポラリーダンスの発展と、特に地域で活動す

the seminar by the three artistic directors representing

るプロフェッショナルの現代舞踊団がおかれている状況と可能性

the three East Asian Countries. They concern about the

Although it didnʼt look too fancy, all the systems were

に多大な関心を抱いていることを知り、日本および韓国でのコン

contemporary dance developments very much, especially

最適な劇場建築であると感じた。そして、大邱市立舞踊団の公

organized in perfect harmony, providing the ideal environment

テンポラリーダンスの状況を把握する上で、非常に参考になった

the current situation and prospects of professional modern

演は、真心を込めて精一杯助けてくれた日本のスタッフのおかげ

for a dance performance. Our performance went very

と同時に、大きな刺激を受けました。

dance company in the region, that was very informative

で、スムーズに進めることができた。客席は満席になる程ではな

smoothly. While the house was not full, the sincere attitude

NIDF2015に参加して得た最大の収穫は、やはり金森穣氏とホン・

新潟滞在中には、りゅーとぴあの劇場としての緻密なシステムの
素晴らしさに触れ、羨ましく感じた。けして派手さはないが、あ
らゆるシステムが適切に調和されており、まさに公演をするのに

かったが、真摯に鑑賞してくださった観客の気運は、ダンサーら

even more excited. I had never met them before, but I thought
there were many things in common among us.
While I was in Niigata, I was impressed with RYUTOPIA.

and energy of the audience heightened the concentration
of my dancers and encouraged them to go deeper into the

スンヨプ氏に出会えたことです。おふたりはそれぞれ日本と韓国

to create works in a stable condition so as to facilitate the
growth of contemporary dance in Japan.

and inspiring as it deepened my understanding on todayʼs
contemporary dance development in Japan and South
Korea. The most fruitful for me of joining this Festival is to

の集中力を高め、より作品に没入できる勇気を与えてくれたと思う。

piece. RYUTOPIAʼs theater space, the audience and the efforts

のコンテンポラリーダンス界を代表する、最も有力なアーティスト

りゅーとぴあの劇場空間と観客、そしてスタッフは、2つの作品の

of the local staff were the indispensable forces for presenting

です。私たちは将来の発展に向けて深いディスカッションをする

上演を成功裏に終える絶対的な力になってくれた。

the two pieces successfully.

ことができました。今後も東アジアを代表する3つの舞踊団のコ

新潟での公演の準備を始めてから舞台に幕が降りる瞬間まで、い

It was two days after our performance that the special

ラボレーションを継続していきたいです。

in-depth discussion on the future development, and I hope

また、3 ヶ国間の芸術交流がさらに活発に行われるようになるこ

the collaboration will continue between three prominent

とを希望します。例えば、韓国や日本の舞踊家が中国で公演を

dance companies in the East Asia in the near future.

い記憶の連続であったが、公演を終えてから2日後に、私自身に
とって素晴らしく特別な時間がやってきた。金森さん、ウィリーさ
ん、そして私が登壇した文化鼎談を終えた後、金森さんにご招

moment for me came. Mr. Kanamori invited Mr.Tsao and me
together with his staff to dinner at a Japanese restaurant with
a view overlooking the entire city of Niigata. I had a wonderful

connect with Mr. Jo Kanamori and Mr. Sung Yop Hong, who
are today's powerful figures in the world of contemporary
dance in Japan and South Korea respectively. We also had

time talking with the two directors. More than just a fun time,

行ったり、プロのダンサーとしてのキャリアを積んだり、一方で

待いただき、新潟市内がはるか眼下に見渡せる日本料理屋にて、

it was even like a fateful encounter. Was it only me who felt

中国の舞踊団や舞踊家が隣国の舞台に立つことを望んでいます。

I hope more artistic exchange between the three countries

スタッフの皆さんと共に、3人の芸術監督同士で語り合う時間を

like that, I wonder?

城市当代舞踊団は、北京と広州で毎年（それぞれ7月と11月に）

will take place, for example Korean and Japanese dancers

持つことができたのだ。楽しさ以上の何か 宿命的な出会い と

To me it seemed that we all mutually recognized how

ダンスフェスティバルを共同主催しており、中国におけるコンテン

can visit China to perform and develop professional career

ポラリーダンスの発展を牽引する存在です。将来、公演やワーク

there. At the same time more Chinese companies and

ショップの開催において、コラボレーションを歓迎します。私ども

dancers can stand on the stage of our neighbor countries.

いうふうにまで感じられた。これは単なる私だけの思いだろうか！
私には、私達3人の芸術監督の出会いが、どれほど重要性を持っ

important this encounter between three artistic directors was.
I remember I thanked Mr. Kanamori for having organized this
occasion many many times.

ているのか、互いに認識し合っているように思えた。金森さんに、 I think what comes now matters very much. How much would

の舞踊団が企画する次のフェスティバルは、NIDF2015をお手本

何度も感謝を伝えた記憶がある。これからがとても重要だ。まる

be accomplished if the three of us, having met now as if long-

にして準備を進めていこうと思っております。

で長い間の友達のように出会った我々 3人が、共にアジアの舞踊

time friends, can open a market for dance in Asia? If that

市場を開いていけたら、どれほど多くのことを果たせるだろうか。
それ以上は願うこともないだろう。ありがとう金森穣！ ありがと

Beijing and Guangzhou in July and November respectively.
We welcome collaboration in the future for performances

Thank you very much, Mr. Kanamori! Thank you, Niigata!

and workshops and we will take NIDF as a reference model

Thank you, Byung Joo Choi! Thank you, Willy Tsao!

when we prepare our next festival.

I am looking forward to the festival next year in China, and in

年の中国公演と再来年の韓国（大邱）公演を心待ちにしつつ。

Daegu, South Korea in 2017.
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dance in China, co-organises the annual dance festivals in

happens, there wonʼt be much more to wish for.

う新潟！ ありがとう崔柄珠！ ありがとうウィリー・ツァオ！ 来
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21世紀の国際都市新潟と舞踊芸術の社会性構築を目指して

第1回 NIDF2015 新潟インターナショナルダンスフェスティバルが

舞踊芸術家たちは何を目指し、彼らの舞踊団は何を課題として

を帯びた時、その活動はもはや芸術活動の枠を超えて社会活

的理解（予算付け）が不可欠である。

終わった。しかし私の心根としては無事に終わったことに対す

いるだろうか。その問いに対する解答を共有し、21世紀アジア

動となる。すなわちその普遍性は市民、あるいは国民にとって

しかし往々にして物事がそうであるように、十分な準備を経て

る安堵よりも、新潟に移住して舞踊団活動を始めて以来、ひと

における舞踊芸術活動について共に考察すること、それこそが

も価値あるものになると私は信じているのである。

物事は起こるわけではない。特に行政による事業の実現は膨

つの目標として掲げていたNIDFが今年ようやく始まったという

第1回NIDFの骨子であった。

人は他者との交流を通じて自らと向き合い、自己分析をし、自

大な時間が必要であるのとは裏腹に、ある日突然実現可能にな

感慨の方が強い。であるから、私は既に第2回がいつどのよう

世界に目を向けるまでもなく、日本各地では実に様々なダンス・

らの価値観（自我）や生き方（信念）を再構築、あるいは再確

ることが常である。その背景には年度会計性の問題や、中央省

な形で実現可能かを模索しており、この冊子の意義も単なる事

フェスティバルが開催されている。だから私はNIDFを、舞踊

認していくものである。その再構築／再確認にとって有効なの

庁による補助金制度の問題があるが、今更それを嘆いてみても

業記録としてよりも、継続的開催に向けて必要となる資料＝実

作品が多数上演される愛好家向けのイベント、あるいは有名

が、似た境遇にありながら価値観や生き方の異なる他者との交

始まらない。ただ、第2回NIDF実現の可否が行政的理解、す

績目録としてこそある。

な舞踊家や舞踊団が一堂に会する興行イベントなどにする気は

流であり、あるいは全く異なる境遇でありながら価値観や生き

なわち環境整備の可否と不可分であることを、ここに明記して

私にとって 日本で 舞踊家として活動することとは、舞踊の身

ない。私にとってNIDFとは、あくまでも、21世紀国際社会に

方を共感できる他者との邂逅である。そしてその実現にとって

おきたい。

体性及びその芸術性の追求はもとより、舞踊芸術の社会性（普

おける舞踊家の存在意義、および舞踊団が抱える課題などを、

理念と同様に、あるいはそれ以上に不可欠なものとは、地に足

2019年に開港都市150周年を迎える新潟市が、再び国際都市

のついた（消費されるものではなく、培養していく）交流／邂逅

としての活気を取り戻すためにも、NIDFをはじめとする国際文

遍性）を、創作や発言を通して社会に表現し続けることである。 作品上演のみならず対話などを通じて表現し合い、この広い世
と強調したのは他でもない、日本では欧米先

界から同志を見出し、共に交流を深めていくことである。そし

を可能にするための環境整備に他ならない。

化交流事業の継続的実現は不可欠である。また、こうした国

進諸国のように舞踊家の社会的身分、および劇場文化における

て21世紀の劇場文化および舞台芸術の可能性を見出すための

自らが、あるいは主催する舞踊団がゲストとしてフェスティバル

際文化交流事業が、2020年東京オリンピック・パラリンピック

舞踊団の存在意義が確立されていないからである。そこに私は

事業である。

に参加するよりも困難なのが、ホストとして自らの活動拠点に

に向けて日本各地で活発化する国際文化交流事業の中でも耳

3つの課題があると考えている。

こういうとまるで私がこのNIDFを、舞踊家としての極めて個人

舞踊家や舞踊団を招聘することである。それは端的に自らの活

目を集め、新潟という港街が国際的に注目を浴びる、ひとつの

ひとつには舞踊に対する社会通念をお稽古事から芸術活動へ

的な課題克服のために始めたように受け取られるかもしれない

動環境がゲストを招ける様に整備されている必要があるからだ。 きっかけとなることを信じている。

と変革すること。ふたつ目は舞踊家の社会的存在を、趣味に生

（ある意味間違いでもないが）。しかし先述したように私の個人

きる人々から身体表現の専門家へと社会化（育成）すること。そ

的課題が、舞踊に対する社会通念の変革、身体表現の専門家

困難というよりもその発想すら持ち得ないだろう。環境整備に

して3つ目は個人主義の現代社会に舞踊団という集団の力を、

育成、新たな劇場文化の提示という「舞踊の社会性」にある限

人的なもの（制作や舞台スタッフの人材確保）が含まれることは

敢えて 日本で

日本で

は新しい劇場文化の在り方として提示することである。 り、NIDFは日本の舞踊芸術界にとっても価値あるものだと信じ

ではアジアの舞踊芸術家たち、特に隣国である中国や韓国の
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ている。何より芸術家の活動が真の社会性（話題性ではなく）

日本のように固定の活動場所を有さない舞踊団が殆どの国では、

自明だが、場的なもの（稽古場や上演空間の確保）の整備には、
活動を継続していくこととは別の理念、それを可能にする行政

2015年9月
新潟インターナショナルダンスフェスティバル
アーティスティックディレクター

金森 穣
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The International city of Niigata in the 21st century
The social infrastructure for performing arts

The first Niigata International Dance Festival (NIDF 2015)

work to grow the dancerʼs reputation to be recognized

personal challenges as a performing artist (though in a

country like Japan where majority of the dance companies

has ended but my thoughts go beyond simple relief and

as professionals in physical artʼ rather than a group of

way it is true). However, as long as my personal challenge

do not even have their own venue to perform, most people

fulfillment. I am deeply moved with the fact that we were

people who are living away from the real world. Finally,

involves the desire to change the social recognition of

may not even care to think of the difficulty of preparing to

finally able to accomplish what has been one of my mission

we must prove to this modern society, where values of

performing arts, or to grow more professionals for physical

receive guests into their community. Securing manpower

since I moved to Niigata to start our dance company; it was

individualism prevail the major part of the society, that a

expression and continue to propose new theatrical culture

(production and technical crews) is always essential but in

to host an International Dance Festival here in Niigata. This

dancerʼs organization in Japanʼ can actually become new

for the social nature of performing arts, I believe NIDF will

order to prepare the environment (facilities for rehearsals

is why I am already looking forward to the second dance

ways to exist in the world of theatrical culture. Then what

continue to be a valuable part of performing arts in Japan.

and performances), the administrative support with efficient

festival, and my mind is busy with thoughts to how and

are the aims of other performing artists in Asian, especially

When an artistʼs work is recognized by their society, not

budget becomes a crucial part of the infrastructure.

when we can make it happen. Therefore, I hope that this

in the neighboring countries of China and Korea, and what

on a short term but for its true value, their activity is no

report will not just be a business record and facts but rather

do they have as their challenge for their vision? One of the

longer an individual matter. They become a social activity.

However, as all things are, most plans do not go as planned.

to be a valuable resource that will help in the process of

mission for the first NIDF was to answer these questions

I believe that artistʼs activity will become universal and

Especially negotiations and approval process with the

NIDF to become an ongoing cultural activity.

and to share our findings for the future of performing arts

become a valuable part of the society for the citizens or for

government takes the longest time and yet one day it all

in the 21st century Asia.

the nation.

becomes feasible. There are different factors - funding from

Now based in Japanʼ, I feel that my duty as a dancer goes

the central government or it may be the financial system –

beyond working just within the artistic environment. While

In recent years, we see various dance festivals held around

We can only face our inner self by interacting with others.

and we are aware that crying over something that cannot

I continue to pursue the physical and artistic elements

Japan, needless to say, more so in the world.

We analyze and we reconstruct to realize our true values

be done is no use. However, I would like to re-emphasize

of dance, I must continually propose to the society, the

This is why I do not want to turn NIDF into an event with full

(our egos) and our ways of life (our belief). What can be

the importance of the administrative support. How we can

universal value of performing arts. To do this, I speak

line up of various performance targeting only the dance

most effective to help reconstruct and reaffirm would be to

or cannot develop the infrastructure for the festival will

through my creative practice and dialogue. Why I

followers, or to turn it into a commercial event inviting

encounter and relate with those living under a completely

become the critical path for the second NIDF.

emphasize in Japanʼ is obviously because the status of

well known dancers and dance companies. NIDF must

different circumstance yet share the same values of life. In

the dancers in the Japanese culture and the identity of

continue to be a festival to recapture the true meaning of

order to make this happen what would become most critical

In 2019, the port city of Niigata will celebrate its 150th

dancers in the theatrical environment of Japan are far from

dancers in the 21st century International society, to share

would be to have the most organic (not to be consumed

anniversary. For Niigata to regain their spirit as the

being established when compared to the leading western

the challenges we all carry in each of our company through

but to cultivate) infrastructure to make our encountering

International city, cultural exchange programs including

countries. I believe there are three critical tasks we must

performance and dialogue and to become the place to

and relationship most effective.

the Niigata International Dance Festival will continue to

accomplish to change these environment.

meet new colleagues from around the world to engage and

be essential. With 2020 Tokyo Olympics and Paralympics

strengthen cultural relationships. NIDF is a project to meet

Inviting dancers and dance companies to your own

on its way, I truly believe these continuous effort for the

First, we must change the conventional understandings

new findings for theatrical culture and performance arts for

community may be more difficult than having to attend a

International cultural exchange will bring opportunity for

of dance, from what has been perceived in our culture

the 21st century.

dance festivals on your own or with your dance company.

Niigata to capture the attention of the world. September 2015

as hobby or leisure activity, and transform its social
status to be a form of artistic activity. Secondly, we must
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Because as a facilitator, the infrastructure must be prepared
This may sound as if I started NIDF only to overcome my

in the capacity to be able to receive all your visitors. In a

Jo Kanamori
Artistic Director
Niigata International Dance Festival
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