りゅーとぴあレジデンシャル・ダンス・カンパニー Noism（ノイズム）
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Noism1 新作公演
実験舞踊 vol.1

R.O.O.M.
＊同時上演

鏡の中の鏡
純粋なる動き。それは物語や意図を表現してはいない。
ひたすら“不気味”に、ただの“生命”として蠢く身体。
それは何らかのイデアを身に纏い…

実験舞踊 vol.1『R.O.O.M.』
演出振付・空間・照明：金森穣
音楽：cyclo.（ryoji ikeda＋carsten nicolai）他
出演：池ヶ谷奏、浅海侑加、チャン・シャンユー、ジョフォア・ポプラヴスキー、井本星那、林田海里、カイ・トミオカ、
チャーリー・リャン、西岡ひなの、鳥羽絢美、西澤真耶、井関佐和子

『鏡の中の鏡』
演出振付・空間・照明：金森穣
出演：井関佐和子、金森穣

【新潟公演】 2019 年 1 月 25 日（金）～2 月 17 日（日）※全 13 回
りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館〈スタジオ B〉
【東京公演】 2019 年 2 月 21 日（木）～2 日 24 日（日）※全 5 回
吉祥寺シアター

主催：公益財団法人新潟市芸術文化振興財団
協力：公益財団法人武蔵野文化事業団（東京公演）
製作：りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館
助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）｜独立行政法人日本芸術文化振興会

2018.12.16.
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作品について

2004 年より、りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館を拠点に活動を続ける Noism
は、9 月から 15th シーズンをスタートさせました。メインカンパニーの Noism1 には、国
内だけでなくフランス・イギリス・香港出身のメンバーも新たに加入しました。様々なバッ
クグラウンドを持つ舞踊家達がりゅーとぴあに集まり、新潟から世界へ向けて活動してい
ます。
見世物小屋 vol.1『Namaless Hands―人形の家』（2008 年）

Noism はこれまで 14 年の創作活動のなかで、「見世物小屋」「劇的舞踊」「近代童
話劇」という 3 つのシリーズを立ち上げ、物語のあるものや、音楽と密接に関わりのある
もの、あるいは抽象的な作品など、No-ism（無主義）の名の通り、多岐に渡って創
作を続けてきました。15 年目を迎えた今回、新たに「実験舞踊」シリーズを立ち上げ、
その第 1 弾となる『R.O.O.M.』を上演します。
ここで言う「実験」とは、演出振付家・金森自身が、音楽や物語など、既存のものから
得る刺激によって創作するのではなく、まずは空間及び動きの法則を仮定し、そこから

劇的舞踊 vo.3『ラ・バヤデール―幻の国』（2016 年）

何が生み出されたのかを記録／研究するというプロセスを経て創作することを呼んでい
ます。この“実験”を経て生まれた作品を、実験舞踊『R.O.O.M.』として上演します。
同時上演する『鏡の中の鏡』は金森穣と井関佐和子によるデュオ作品です。
『R.O.O.M.』と同時に創作し、同じ空間で上演する本作は、『R.O.O.M.』と表裏の
ような関係を持ちながらも Noism の核となる 2 人でしか表現し得ない作品となること
劇的舞踊 vo.4『ROMEO＆JULIETS』（2018 年）

でしょう。
今回は、新潟・東京いずれも約 100 席程度のスタジオサイズの会場で公演を行いま
す。新潟公演は、舞踊家達が日々汗を流す、りゅーとぴあのスタジオ B、東京は
Noism 初登場となる、吉祥寺シアターです。息づかいもダイレクトに伝わる距離感で
の上演です。
15 年という節目を迎え、次なるステージへと進むべく行う、私たち Noism の“実験”に

近代童話劇 vo.1 『箱入り娘』（2015 年）

ご期待ください。

『NINIA-物質化する生け贄』（2008 年 *ver black）

Photo:Kishin Shinoyama

Noism - Niigata City Performing Arts Center RYUTOPIA Residential Dance Company

PRESS RELEASE

Director’s Note
実験舞踊 vol.1

R.O.O.M.
Random＝無作為 Organ＝器官 Oriented＝志向 Monster＝怪物
“純粋なる動き。それは物語や意図を表現してはいない。ひたすら不気味に、“ただの生命”として蠢く身体。
それは何らかのイデアを身に纏い・・・”

【企画趣旨】
Noism では今までに見世物小屋、劇的舞踊、そして近代童話劇と３つのシリーズを立ち上げてきた。見世物小屋は３部作で完結し、劇的舞
踊は vol.４に達し、近代童話劇に至っては未だ２作品しか創作していない。要するにシリーズ立ち上げにはこれといったルールもなければ法則もな
いということだ。そして次は実験舞踊である。このシリーズがどこまで続き、Noism に何をもたらすかは分からない。そう、結果が分からないからこそ実
験なのだ。
あらゆる作品が作者の思惑を超えた表現を含有すること。言い換えれば意図せぬ表現として受容されることを考慮すれば、舞台芸術はその本
質において実験的であるといえる。しかし本シリーズで敢えて“実験”の二文字を掲げるのは、その実験が作者である私自身にとっての実験であるから
に他ならない。音楽や物語など、私にとっては外部の既存のものから得る刺激によって創作するのではなく、まずは空間及び動きの法則を仮定し、そ
こから何が生み出されるのかを、創作過程において研究／記録すること。その科学的アプローチこそが本創作（実験）の趣旨である。
こうした実験を“今”することには 2 つの狙いがある。1 つには Noism の身体性を表現する作品として、13 年経った今も世界で上演されている
Noism 代表作 NINA に代わる作品を創作すること。そしてもう１つの狙いは、新たに始まる 15th シーズンにおいて、意図せずして国際化すること
になった新生 Noism の、国際的身体（普遍的身体）に通用し得る独自の訓練法の開発、すなわち Noism メソッドのバージョン・アップを図るこ
とである。

【制約＝箱】
舞台を箱（ROOM）化すること。通常の劇場空間では床面と舞台後景のバック・ドロップ以外に壁はない。舞台両サイドには演者が出たり捌け
たりする舞台袖と呼ばれるものがあり、天井には照明機材が無数に吊るされている。しかし本作では舞台両サイド及び天井にも壁を設けることによ
り、舞台空間をまるで化学で用いるシャーレのように箱（ROOM）化する。これはスタジオサイズの小劇場作品だからできることでもある。

【法則＝反復】
舞踊家にある法則（動き）を与え、その同じ法則（動き）を次の舞踊家が反復する。しかし前者が踊り終わる前に後者が踊り出すことにより、
箱内で二人の舞踊家は衝突することになる。そこで偶然性によって舞踊家たちが生み出す関係性を抽出すること。それはある表現のために関係性
を恣意的に与えることではなく、あくまでも実験の成果として生み出された関係性から、創作を展開／飛躍させていくということである。

【ドッペルゲンガー】
自己像幻視には二重化、分割、交換、回帰といった要素が含まれる。同じ容貌、同じ行動、同じ運命が反復する世界。これは何も SF 内の仮
想世界の物語（虚構）ではなく、クローニングに代表される現代科学が実現し得る、現実世界の物語（虚構）である。このような時代を生きる
身体表現集団として、物語を語ろうとするのではなく、立ち現れる物語を記述すること。あるいは新たな物語創発の為に身を捧げること。それも我が
国で未だ唯一の劇場専属舞踊団である Noism の存在価値であると思う。
＊創作参考資料 ジークムント・フロイト「不気味なもの」

金森穣
（Noism 芸術監督／りゅーとぴあ 舞踊部門芸術監督）
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Profile
金森穣 Jo Kanamori ｜演出振付・空間・照明
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。ルードラ在学中から創作を始め、NDT2 在籍中に 20 歳で演出振付家デ
ビュー。10 年間欧州の舞踊団で舞踊家、演出振付家として活躍したのち帰国。2004 年 4 月、りゅーとぴあ新潟市
民芸術文化会館舞踊部門芸術監督に就任し、日本初の劇場専属舞踊団 Noism を立ち上げる。近年ではサイト
ウ・キネン・フェスティバル松本での小澤征爾指揮によるオペラの演出振付を行う等、幅広く活動している。新潟市文化
創造アドバイザー、京都芸術センター運営委員。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。

www.jokanamori.com

Twitter／＠jokanamori

Photo:Kishin Shinoyama

Noism ― RYUTOPIA Residential Dance Company ｜ 出演
りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館を拠点に活動する、日本初の公共劇場専属舞踊団。芸術監督は金森
穣。プロフェッショナルカンパニーNoism1（ノイズムワン）と研修生カンパニーNoism2（ノイズムツー）の 2 つの
集団があり、04 年の設立以来、国内・世界各地からオーディションで選ばれた舞踊家が新潟に移住し、年間を
通して活動している。Noism1 は、りゅーとぴあで創った作品を国内外で上演し、新潟から世界に向けてグローバ
ルに活動。Noism の由来は、「No-ism＝無主義」。特定の主義を持たず、歴史上蓄積されてきた様々な身
体知を用いて、あらゆる ism を再検証することで、今この時代に有用な新しい形に置き換え、現代人としての身
体表現を後世に伝えていこうとしている。

www.noism.jp

Photo：Noriki Matsuzaki

井関佐和子

池ヶ谷奏

浅海侑加

チャン・シャンユー

ジョフォア・ポプラヴスキー

井本星那

Noism 副芸術監督

林田海里

カイ・トミオカ

チャーリー・リャン

西岡ひなの

鳥羽絢美
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公演情報

Noism1 最新作

実験舞踊 vol.1 『R.O.O.M.』 ／ 『鏡の中の鏡』
実験舞踊 vol.1『R.O.O.M.』
演出振付・空間・照明：金森穣
音楽：cyclo.（ryoji ikeda＋carsten nicolai）他
出演：池ヶ谷奏、浅海侑加、チャン・シャンユー、ジョフォア・ポプラヴスキー、井本星那、林田海里、カイ・トミオカ、チャーリー・リャン、
西岡ひなの、鳥羽絢美、西澤真耶、井関佐和子

『鏡の中の鏡』
演出振付・空間・照明：金森穣
出演：井関佐和子、金森穣

新潟公演
2019 年 1 月 25 日（金）～2 月 17 日（日）＊全 13 回
会場：りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館〈スタジオ B〉
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※完売の回もございますので、販売の最新情報はお問合せください。
入場料：一般 4,000 円、U25 3,200 円（入場整理番号付自由席）
取扱：▸りゅーとぴあ（窓口・電話・オンライン）
チケット専用ダイヤル 025-224-5521（11:00-19:00、休館日除く）
オンライン・チケット http://www.ticket.ne.jp/ryutopiaticket/
▸イープラス http://eplus.jp/（PC・MB）
チケット発売日：N-PAC mate（友の会）先行：11 月 15 日（木）／ 一般：11 月 17 日（土）
※当日券の有無は後日ウェブサイトにてお知らせいたします。
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東京公演
2019 年 2 月 21 日（木）～2 日 24 日（日）＊全 5 回
会場：吉祥寺シアター
日時

2/21

2/22

2/23

2/24
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金

土
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●
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●
●

●

●

※完売の回もございますので、販売の最新情報はお問合せください。
入場料：一般 5,500 円、U25 3,500 円、アルテ友の会会員 5,000 円（全席指定）
取扱：▶イープラス http://eplus.jp/（PC・MB 共通）
▶武蔵野文化事業団チケット予約（窓口・電話・オンライン）※東京公演のみ取扱い
Tel.0422-54-2011（9:00～22:00、※発売日は 10:00～）
https://yyk1.ka-ruku.com/musashino-s/
チケット発売日：12 月 2 日（日）＊アルテ友の会・N-PAC mate・一般同時発売
※当日券の有無は後日ウェブサイトにてお知らせいたします。

主催：公益財団法人新潟市芸術文化振興財団
協力：公益財団法人武蔵野文化事業団（東京公演）
製作：りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館
助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）｜独立行政法人日本芸術文化振興会

公演に関するお問い合わせ
りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館

Noism 上杉・堀川

〒951-8132 新潟市中央区一番堀通町 3-2
Tel: 025-224-7000（平日 10:00～18:00／休館日除く）
Noism オフィシャルウェブサイト www.noism.jp

Fax: 025-224-5626
Noism

Mail: info-noism@ryutopia.or.jp

@NoismPR

noism_official
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