自分の脳髄から産み出されるものは
誰もが必ず心の奥底に"感覚の鼓動"として所有していると思う.

2016年8月更新

動的概要
■石川ふくろうは、身体表現を主軸とした複合的な表現要素の集まりである パフォーミングアート という表現
手段を用いて、石川の「独自の文化」から引き出される「強烈な印象」や「感覚の鼓動」を具現化させるパ
フォーマンスユニットとして1996年に PROJECT FUKUROW を結成した．
■表現する上でキーワードとなる「心に存在するもう一人の自分」を多角度から具現化させた機械仕掛けの
「うごく立体作品 」(キネティックアート) と
「身体表現」を組み合わせた「もの」と
「人」との 共存と融合による
特異な空間、そして音や映像を巧みに活用した「石川ふくろう」ならではの独創的な空間デザインを得意と
し、
自らも表現者として舞台に立つなど、マルチな活動をおこなっている．
■ハンズ大賞グランプリ、SPAC振付コンクール最優秀賞など、造形、舞台空間美術、振付などの分野で賞歴を
重ねている．
■(財)セゾン文化財団の助成により、国内外で精力的に活動．ローマ、
カイロ、パリ、ニューヨーク、モントリオー
ルなど数々の海外での公演実績をもつ．
■武蔵野美術大学ではメディアテクノロジーの講師として、想像性を具現化する実践的な手法を提示．
■特異な表現感覚を活かしたプロダクトデザインやインテリアデザインなど、デザイナーとしてもその活動の
場を広げている．

+

輪郭
名
前
生 年 月 日
出
身
身
長
体
重
E - m a i l
W e b サイト

Instagram
YouTube

石川ふくろう
1965年2月26日
岩手県出身
172cm
62kg
fukurow.ishikawa@gmail.com
http://fukurow.me
http://fukurow.me/blog
www.kaionsha.com
www.instagram.com/fukurow̲ishikawa
www.youtube.com/channel/UCpqrHRfnEvPxK̲cCYA̲Jx6Q
※検索ワード: 石川ふくろう Fukurow Ishikawa

■幼年から空想やおもちゃの改造を好む．
■発明王として知られるトーマス・エジソンが起業した米国の歴史ある会社の経歴を持つ.
その会社のメディカルデバイス部門で先進医療の先端技術に触れ、次第に身体の構造
と感性について関心を深める.
■身体表現とうごく立体造形を基盤とした創作及び表現活動を開始し、1996年に
PROJECT FUKUROW を結成し、以後様々な活動をワールドワイドにおこなっている．
■2005年からは、武蔵野美術大学にてメディアテクノロジーの講師として、理論と実践を
交えながら
「感性とテクノロジーの関係性」を基盤に想像性を具現化する実践的な手法
を提示するなど、その活動の場を広げてきた.
■特異な表現感覚を活かしたプロダクトデザインやインテリアデザインなど、デザイナー
としてもその活動の場を広げている.
■ものづくりだけではなく、
自らも表現者として舞台に立つなど、マルチな活動をおこなっ
ている.

痕跡
2016年現在
2007年12月
2005年10月
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04月
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2001年12月
11月
10月

09月
08月
06月
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1999年09月
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04月
03月
1997年07月
03月
1996年01月
1994年11月

OW
UR
K
FU PT
CT NCE 動
E
活
OJ CO 育
*海音社: 株式会社 海音社 www.kaionsha.com
PR F- 教
現在は海音社*のエグゼクティブディレクターの肩書きを持ちながら幅広い創作活動もおこなっている.
●
● 武蔵野美術大学にて舞台作品を総合演出
フランス/アンギャンルバン/アートセンターにて舞台作品を総合演出
●
フランス/アンギャンルバン/アートセンターにて特別講演
●
U.S.A./マサチューセッツ/Jacob's Pillowにて舞台作品を総合演出
●
日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会にて論文を発表
●
● 武蔵野美術大学 造形学部 映像学科にて非常勤の講師を務める
年間を通じてメディアテクノロジーの教科を担当．工学的なテクノロジーを応用したアート
表現の可能性を探り、理論と実践を交えながら感性とテクノロジーの関係性について講義を
おこなっている．また、アート表現においてテクノロジーを柔軟に活用していくための基本
的な力を身につけていくことで、アーティストにとってテクノロジーをより身近な表現手段
の一つとして捉えさせ、新しい表現の可能性を模索し発展させていくことを目的としている．
U.S.A./マサチューセッツ/ボストン大学にて論文を発表
●
北海道大学にて共同研究開発した次世代のスクーターを発表
●
専門誌パソコンリテラシにて論文を発表
●
電気通信大学にて造形作品を展示
●
電気通信大学にて特別講演
●
東京/損保ジャパン東郷青児美術館にて造形作品を展示
●
東京/損保ジャパン東郷青児美術館にて造形作品を展示
●
日本電子専門学校にて特別講演
●
F-CONCEPTのブランドを立ち上げる
●
国内外のシンポジウムや大学などの教育機関からの講演や共同研究の依頼を受けるようにな
り、ボストン大学、電気通信大学、北海道大学などにて「テクノロジーとアートの融合」を
テーマとした講演や共同研究などをおこない、世界的なロボットの権威であるマサチューセ
ッツ工科大学にもその存在を知られるようになった．
カナダ/モントリオール/Culture Frontenacにて舞台作品を総合演出
●
U.S.A./ニューヨーク/Japan Societyにて舞台作品を総合演出
●
法政大学にて造形作品を展示
●
東京/銕仙会能楽研修所にて舞台作品を総合演出
●
富山/県民会館美術館にて造形作品を展示
●
東京/東京都美術館にて造形作品を展示
●
東京/新国立劇場にて舞台作品を総合演出
●
U.S.A./メイン/ベイツカレッジにて舞台作品を総合演出
●
横浜/ランドマークホールにて舞台作品を総合演出
●
東京/パークタワーホールにて舞台作品を総合演出
●
高知/県立美術館ホールにて舞台作品を総合演出
●
●
高知/NHKにてゲスト出演し造形作品を紹介
フランス/パリ/日本文化会館にて舞台作品を総合演出
●
フランス/パリにてラジオ番組に出演
●
エジプト/カイロ/オペラ劇場にて舞台作品を総合演出
●
イタリア/ローマ/グレコ劇場にて舞台作品を総合演出
●
●
東京/新国立劇場にて舞台作品を総合演出
テレビ東京にてゲスト出演し造形作品を紹介
●
静岡/舞台芸術公園楕円堂にて舞台作品を総合演出
●
東京/森下スタジオにて舞台作品を総合演出
●
静岡/芸術劇場にて舞台作品を総合演出
●
●
東京/セッションハウスにて舞台作品を総合演出
東京/光が丘IMAホールにて舞台作品を総合演出
●
東京/光が丘IMAホールにて舞台作品を総合演出
●
大阪/IMPホールにて造形作品を展示
●
東京/Bunkamuraにて造形作品を展示
●
●
東京/メルパルクホールにて舞台作品を総合演出
東京/日比谷公会堂にて舞台作品を総合演出
●
PROJECT FUKUROWの芸術活動団体を立ち上げる
●
自ら制作したロボット(造形作品)を芸術表現に結びつけた舞台作品を総合演出し、公演活動
を開始．
●
芸術活動及び創作活動を開始
自ら培った理工学の知識を利用し、テクノロジーとアートの融合を目指した創作及び表現
活動を開始．

■受賞暦■
2003年 国際公募 亜細亜現代美術展 損保ジャパン美術財団奨励賞
2000年 (財)静岡県舞台芸術センター 振付コンクール 最優秀賞
1998年 ハンズ大賞 グランプリ
1997年 東京新聞 全国舞踊コンクール 創作舞踊部 入賞１位

■助成暦■
2003年 (財)セゾン文化財団より、芸術創造活動における年間助成
2002年 (財)セゾン文化財団より、芸術創造活動における年間助成
2001年 文化庁より、文化芸術インターンシップ研修員の年間助成
2001年 (財)セゾン文化財団より、芸術創造活動における年間助成
2001年 (財)静岡県舞台芸術センターより、新作の舞台作品創造助成

背景
SIDE*1
電子工学
幼少時代から"ものをつくる"ことに興味を示し、大学で理工
学を専攻。

SIDE*2
解剖学的視点
大学卒業後、米国の医用画像診断装置メーカーに就職し、人
体の構造について関心を深めた。石川の作品では人体の内部
と思われる表現も多く、キネティックアートや舞台演出などの
映像でも垣間見ることができる。

SIDE*3
日本の伝統工芸技術
日本の伝統文化の一つである江戸からくり人形の復元製作
に取り組んでいる人形作家に師事し、歴史的に有名な[茶運
び人形]などの制作助手を務め、
日本の伝統文化[からくり人
形]についても学び、
ものを"うごかす"という発想の原点と日
本人の持つ繊細な感覚をそこから感じ取った。

SIDE*4
総合的造形技術
TV/CM/映画などのモーション模型の製作を手掛けている制
作会社にて設計、制作、制御など総合的な技術も磨き、
より質
の高いキネティックアート作品を目指した。
映画 [ジュブナイル]

埼玉新聞 1999/4/29

00:00:00

00:02:36

00:05:17

00:07:58

00:10:05

00:13:21

00:15:56

"心に存在するもう一人の自分"の姿を写したもの。

何十年何百年と放置され風化してしまったもののように、遠い昔から存在するもう一人の自分。
その異形の成りは生々しい存在感を放ちながら機械音を上げ、静かに息づき、強烈に脳髄を掻
きむしる。そして、机が、椅子が意志を持ったかのように動きはじめ鼓動の激しさを誘発する。

発光する瞳
発光す
する瞳

口の開閉
閉
左右に首振り
左右に首振
り

腕と手首が上下に可動
腕と手首が上下に可
可動

「GIGANT 偽眼人」
第39回亜細亜現代美術展 損保ジャパン美術財団奨
損保ジャパン美術財団奨励賞受賞作品
奨励賞受
受賞作品
「GIGANT 偽眼人」人形
制作: 2001年
[可動部分] 腕、
手首、
頭、
口
[駆動方式] モーター駆動
[制御方式] リモート方式
[操作時の伝達方式] 無線
[主な材料] 流木、
鉄粉

「OZMA
OZMA 汚不魔」

[サイズ] 60cm(W) x 160cm(H) x 40cm(D)
[電源] DC12バッテリー(内蔵)

第15回ハンズ大賞グランプリ受賞作品
左右に移動

「OZMA 汚不魔」机と人形
制作: 1997年
制作
年
[可動部分] 机の支柱、
手、
足
[駆動方式] モーター駆動
[制御方式] リモート方式
[操作時の伝達方式] 無線
[主な材料] 廃木、
粘土、
アクリル
[サイズ] 98cm(W) x 70cm(H) x 70cm(D)
[電源] DC12バッテリー(内蔵)および単三電池(内臓)

歩行

「DOROBO 泥棒」
-再生の産声国際公募
際公募 第39回 亜細亜現代美術展

入選作
入選作品

上下へ顔振り
上下
下へ顔振り

「DOROBO
DO
OROBO
O
RO
OBO
BO 泥
泥棒」
棒」
棒
-再生の産声-再生の
再生の産声
再生 産声
再生の
声 人形
形

[駆動方式] モーター駆動
モ
[制御方式] リモート方式
リ
[操作時の伝達
達方式] 無線
[操作時の伝達方式]
[主な材料] アルミニウム、
ア
布、
鉄粉、
粘土、
木
前後へ移動

[サイズ] 92cm(W)
92cm
m(W) x 54cm(H) x 38cm(D)
[電源] DC12バ
バッテリー(内蔵)
DC12バッテリー(内蔵)

前へ歩行

テクノロジーと自然素材の融合
日本のからくり人形や西洋のオートマタで使用されているアナ
またパソコン
また
パソコンや
やシーケンサーを使用した
ログ的な機械制御、またパソコンやシーケンサーを使用した
デジタル的な制御
デジタル的な
制御など
など、
、想像力を膨らませて感性の赴くままに
想像力を膨らませて感性の赴くままに
デジタル的な制御など、
具象化していく行為のために絶えず好奇心をもって吸収して
いく。そしてそこに独特の
そしてそこに独特の文化が垣間見えたりする
文化が垣間見えたりする。
。
そしてそこに独特の文化が垣間見えたりする。
木
は"生命を持つ材料"
"生命を持つ材料"として好きな素材だ。
として好きな素材だ。また、"時間という
木は"生命を持つ材料"として好きな素材だ。
歴史を刻み込む材料"という想いもある。廃木や流木などの木
歴史を刻み込む材料"という想いもある。
材の恩恵を享受し自然素材と
材の恩恵を享受し自然素材と相反するテクノロジー
相反するテクノロジーを融合さ
を融合さ
材の恩恵を享受し自然素材と相反するテクノロジーを融合さ
せ、三次元的な存在を四次元的存在まで還元させた
三次元的な存在を四次元的存在まで還元させ
たいという
三次元的な存在を四次元的存在まで還元させたいという
欲求が今の自分を駆り立てている。
欲求が今の自分を駆り立てている。
だが、素材は木だけにこだわらない。錆びた鉄、
錆びた鉄、静寂な質感の
アルミニウム、そろぞれの質感
そろぞれの質感はその時その時の自分の感性
はその時その時の自分の感性
そろぞれの質感はその時その時の自分の感性
に刺激を与える。
に刺激を与える。

「HARIMAO 破理魔王」
「HARIMAO
HARIMAO 破理魔王」ロボット
作: 1999年
999
制作:
[可動部分] 足
[駆動方式] モーター駆動
前後の歩行動作
[操作時の伝達方式]
操作時の伝達方式] 無線あるいは手元スイッチ
は
[サイズ]
サイズ] 27cm(W) x 75cm(H) x 65cm(D)
[電源]
電源] DC12Vバッテリー(内蔵)

「OZMA
A 汚不魔」
「OZMA 汚不魔」
不
人形
0
制作: 2000年

上下に曲げる

[可動部分] 腕、
、
足
[駆動方式] サーボモーター駆動
ー
[制御方式] リモート方式
モ
[操作時の伝達方式]
達
無線
[主な材料] 粘土、
土 ガーゼ
[サイズ] 57cm(W)
m
x 9cm(H) x 17cm(D)
[電源] DC4.8Vバッテリー(内蔵)
V

前後に振る

「GIGANT 偽眼人」
[自分の心に存在するも
自分の心に存在するも
自
分の心に存在するも
の に 在するも
るもう一人の自分]を直視しよ
う 人の自分]を直視しよ
の自 を
を直視しよ
直視
視しよ
しようと試みる内、
しよ
と試み
と試みる
と試みる内
と
と試
試み
試
みる

「GIGANT 偽眼人」椅子
制作: 2001年
[可動部分] 底面車輪
[駆動方式] 3軸モーター駆動
[制御方式] リモート方式
[操作時の伝達方式] 無線
[主な材料] カポック、
鉄粉
[サイズ] 91cm(W) x 159cm(H) x 78cm(D)
[電源] DC12バッテリー(内蔵)

回転

プロペラ
制作: 1998年
8
[可動部分] プロペラ
[駆動方式] モーター駆動
[制御方式] リモート方式
モ
[操作時の伝達方式]
達
無線あるいは手元スイッ
ッチ
無線あるいは手元スイッチ
[主な材料] 廃
廃木、
流木、
鉄
[サイズ] 150cm(W) x 160cm(H) x 110cm(D)
[電源] DC12Vバッテリー(内蔵)
V

前後左右移動、回転

歩行

「KAFKA
「
KAFKA 架蜉架」
「KAFKA 架蜉架」蜘蛛
制作: 2003年
[可動部分] 3字句ｘ6足
[駆動方式] サーボモーター
[制御方式] プログラム及びリモート方式
[操作時の伝達方式] 無線
[主な材料] アルミニウム
アルミ ウム
[サイズ] 100cm(W) x 57cm(H) x 135cm(D)
[電源] DC12バッテリー(内蔵)

物質的に直視できる[形あるもの]、
また空気や人の心などのような[形なきもの]
など、
それらすべてを[うごかしたい]という欲望が支配する。
分厚い殻のようなものによって閉ざしてしま
分厚い殻のようなものによって閉ざして
しまった[見えない何か]を必死に見ようと
揺さぶり砕こうとしている行為、
それが[うごかす]という行為であると感じた。
ごかす]という行為であると感じた。

[形なきもの]で、
時間という枠組みや概念を崩していきたい
時間という枠組みや概念を崩していきたい。
。
空気に質量と抵抗をもたらし、
時間という枠組みや概念を崩していきたい。

形あるものをうごかすこと
形なきものをうごかすこと
用いられる要素や形式に限定されない表現。
身体とうごく立体作品を一つの空間に混在させ、
心臓の鼓
動を揺さぶりうごかそうとする行為。
その空間からは[心の中に存在するもう一人の自分]
その空間からは
[心の中に存在するもう一人の自分]が虚像
が虚像
その空間からは[心の中に存在するもう一人の自分]が虚像
となって現れる。
となって現れる。

「OZMA 汚不魔」
SPAC振付家コンクール2000 最優秀賞
最優秀賞作品
賞作品
品

「HARIMAO 破理魔王」
「OZMA
(
汚不魔＆HARIMAO 破理魔王 Remix 」(Ver.2) )

[プロローグ]
いつも自分を記憶の隙間から覗いているもう一人の自分。そ
の真の姿は容易く見ることはできない。
「自分の中のもう一人
は、
魔物なのか、それとも
なの
の自分」
「汚れしも魔物なら不」
か。きっと、
ぼくたちの関係は、
ぼくたちにしかわからない 理
由で、
これから先もずっと続いていくのだろう。
これから先もずっと続いていくのだろう。

[作品解説]
全身を包帯で巻かれた人形は、
真の姿が見えないもう一人の自分、
机は例えられた主人公の世界観を
意味し、
机の下は内なる自分の世界観を表す。
内なるもう一人の自
机の上を表の自分の世界とすれば、
分は、
作られたその世界観の中でしか動けない。
しかし、
むしろその世界観そのものを作っているのは、
内なる自分なのかもしれない。
世界観である机は内なる自分によって動かされ、
それゆえ、
変えられて
いくのかもしれない。
表の自分は、
その机から離れることも居座ることもできるけれど、
その存在を消し
去ることは絶対にできないのかも知れない。

ダンスマガジン 2001/03

公演記録
(Ver.1)
2005年08月
「OZMA 汚不魔 + GIGANT 偽眼人 Remix」
(Ver.
(Ver.1
1) -U.S.A./マサチューセッツ
--U.S.A./マサチューセッツ/Jacobʼs
U.S.A./マサチューセッツ/Jacobʼs
/Jacobʼs Pillow
-カナダ/モントリオール/Culture
2004年01月
「OZMA 汚不魔」
(Ver.5) --カナダ/モントリオール
カナダ/モントリオール/Culture
/Culture Frontenac
-U.S.A./ニューヨーク/Japan
2004年01月
「OZMA 汚不魔」
(Ver.5) --U.S.A./ニューヨーク
U.S.A./ニューヨーク/Japan
/Japan Society
2001年12月
「HARIMAO 破理魔王」
「OZMA
(
汚不魔 + HARIMAO 破理魔王 Remix」
(Ver.4) ) -高知県立美術館ホール
2001年10月
「OZMA 汚不魔 + HARIMAO 破理魔王 Remix」
(Ver.3) -フランス/
--フランス/パリ/日本文化会館
フランス/パリ/日本文化会館
パリ/日本文化会館
2001年10月
「OZMA 汚不魔 + HARIMAO 破理魔王 Remix」
(Ver.3) -エジプト/
--エジプト/カイロ/オペラ劇場
エジプト/カイロ/オペラ劇場
カイロ/オペラ劇場
2001年10月
「OZMA 汚不魔 + HARIMAO 破理魔王 Remix」
(Ver.3) -イタリア/
--イタリア/ローマ/グレコ劇場
イタリア/ローマ/グレコ劇場
ローマ/グレコ劇場
2001年08月
「OZMA 汚不魔 (Short Version) -TV東京
「たけしの誰でもピカソ」
汚不魔 + HARIMAO 破理魔王 Remix」
2000年05月
「HARIMAO 破理魔王」
「OZMA
(
(Ver.2) ) -(財)静岡県舞台芸術センター
SPAC振付家コンクール2000 最優秀賞受賞
1999年09月
「OZMA 汚不魔& HARIMAO 破理魔王 Remix」
(Ver.1) -セッションハウス
1998年07月
「OZMA 汚不魔」
(Ver.3) -光が丘IMAホール
1997年07月
「OZMA 汚不魔」
(Ver.2) -メルパルクホール
1997年03月
「OZMA 汚不魔」
(Ver.1) -日比谷公会堂
全国舞踊コンクール創作舞踊部 入賞1位

「HARIMAO 破理魔王」
SPAC振付家コンクール2000
SPAC振付家コンクール2
2000 最優秀賞作
最優秀賞作品
作品

「HARIMAO 破理魔王」
「OZMA
(
汚不魔＆HARIMAO
汚不魔＆HAR
RIMAO 破理魔王 Remix 」(Ver.2)
(Verr.2) )

[プロローグ]
これから自分は一体何処に行くのだろう。
目に見えないもう
その存在すらわからない何ものかに
一人の未来の自分が、
そして似ても似つかぬものへと変化していく。
それ
操られ、

[作品解説]
男性は現在に生きる人間そのものをモデルとした象徴的存在。
女性二
人は、
その男性の中でその肉体そのものを形成する細胞、
あるいは遺
伝子(DNA)と言ってもいいかもしれない。
男性が持つロボットは、
彼とは
似ても似つかぬ未来の自身の姿。
そのロボットの顔に写る赤いライン
の像は、
繰り返されてきた人生のサイクルを意味し、
舞台上の赤いライ
ンと合い重なってその一部始終を垣間見せる。

「理念をも打ち破る魔王の仕業」
なのか、
それとも、
自分
は
自身を形成している細胞たちなのか。
その答えもわからぬ
まま、
少しずつ人生の歯車は変えられていくのだろう。

静岡新聞 2000/5/15

DANCEARTダンサート 2000
AUTUMN-秋号 No.19

公演記録
2001年12月
「HARIMAO 破理魔王」
「OZMA
(
汚不魔 + HARIMAO 破理魔王 Remix」
(Ver.4) ) -高知県立美術館ホール
2001年10月
「OZMA 汚不魔 + HARIMAO 破理魔王 Remix 」
(Ver.3) -フランス/パリ/日本文化会館
2001年10月
「OZMA 汚不魔 + HARIMAO 破理魔王 Remix 」
(Ver.3) -エジプト/カイロ/オペラ劇場
2001年10月
「OZMA 汚不魔 + HARIMAO 破理魔王 Remix 」
(Ver.3) -イタリア/ローマ/グレコ劇場
2000年05月
「HARIMAO 破理魔王」
「OZMA
(
汚不魔 + HARIMAO 破理魔王 Remix」
(Ver.2) ) -(財)静岡県舞台芸術センター
SPAC振付家コンクール2000 最優秀賞受賞
1999年09月
「OZMA 汚不魔 & HARIMAO 破理魔王 Remix 」
(Ver.1) -セッションハウス
1999年07月
「HARIMAO 破理魔王」
(Ver.1) -光が丘IMAホール

「GIGANT 偽眼人」

photo [Haruhisa Yamaguchi]

[プロローグ]
記
心の中に存在するもう一人の虚像。
いつも暗闇に訪れ、
憶の隙間からぼくに姿を見せる。
＜ぼくはお前のことなん
かわからない＞ ＜お前は僕が偽者だとでも言いたいの
ぼくにつかみどころの
か＞ いつも、
この暗闇に歩き回り、

[作品解説]
記憶の隙間から垣間見せる虚像を虫に象徴。
それを操っているのは現実の自分なのか、
それとも自分自信がこ
の虚像に操られているのか。
僕らが歩き回れば歩き回るほど、
遠く離れれば離
僕らは複雑にからみあっていく。
遠く離れれば離
れるほど、
こんなに足が重かったのはこのせ
時間だの記憶だの僕ら以外にからみついてくるものが多くなる。
いなのだろうか。
もしかすると全ては、
はかり知れない大きな何者かによって操られているのかもしれない。

限り無くぼくであってぼくでない
ない不安と恐怖を与える、
はずの存在。

ダンスマガジン 2001/12

公演記録
2005年08月
「OZMA 汚不魔」
「OZMA
(
汚不魔 + GIGANT 偽眼人 Remix」
(Ver.1) ) -U.S.A./マサチューセッツ/Jacobʼs Pillow
「GIGANT 偽眼人」
(Short Version) -ランドマークホール
2002年02月
「GIGANT 偽眼人」
(Ver.2) -新国立劇場 小劇場
2001年09月
「GIGANT 偽眼人」
(Ver.1) -静岡県舞台芸術公園 楕円堂
2001年06月

「DOROBO 泥棒」-再生の産声-

photo [Haruhisa Yamaguchi]

[プロローグ]

[作品解説]

丘には鎖がく
い込んでいた。痛いよ。
泣きたいよ。でも、
笑
丘には鎖がくい込んでいた。

感受性が高かった思春期に経験した"存在の無視といういじめ"。その経験が作者のトラウマとなった。

いたいよ。とってもくすぐったいよ。背中に何かが突き刺

"羽"は、
"自由"の象徴であり、
なんの妨げもない大空で飛ぶことは、
ある意味現在における"社会通念"言い変えれば

さっている。一体、
ぼくの手はどこにあるんだ。ぼくは何

"人間関係の歪み"から自分を解き放つ行為と似ている。

だ？ なぜ、
ぼくの羽はこんなにも重く、びくともしないのだ

笑ったり、
怒ったりできた幼い頃は、
まだ多くの人間社会に身を置く
感
人の目を気にせず自由に泣いたり、
まだ多くの人間社会に身を置くこともなく、

ろうか。そもそも、
その羽は、ぼくの背中にも 付いている

情を自由に表現できた。
そして、
幼い頃に生えていた背中の羽は、
いつしか傷つき、
ぼろぼろになり、
使えなくなってし

のだろうか。ぼく
は何だ？
ぼくは何だ？

まった。
見えない巨大なベールに塞がれた世界で、
もぎれた羽は血の色に染まり、
ある者は希望を捨て、
その中で何かにす
がり生きていかなければならない。
そのすがり果てたその先には欲望に埋もれぷくぷくと太った人間の姿が見え隠
れする。
またある者は、
希望を捨てずいつしかまた大空へ飛びたつことを夢みている。
人形のDOROBOは、
一見、
彼の引くリアカーに羽の生えた人間を閉じこめ、
ベールで塞がれた重圧の空間に連れ込も
むしろ彼は傷ついた羽を持つ人間を重圧の世界から解き放そうとしているの
うとしているかのように見える。
しかし、
むしろ彼は傷ついた羽を持つ人間を重圧の世界から解き放そうとしているの
かもしれない。
犬のように動きまわる人間は、
見えない社会のベールから抜け出さないように見張っている
傷ついた人間を威嚇し、
番犬とも見える。
しかし、
むしろその重圧の世界で傷ついた人間を守る役割を持つ存在なのかもしれない。
それゆえ
彼らは力を競い合い、
切磋琢磨している姿を垣間見せる。
彼らは見えない巨大なベールを打ち破ろうとも試みるが無
情にもその空間はあまりにも強固でいとも簡単に修復されてしまう。
希望を持つ者、
捨てる者、
そしてそれを守る者の存在。
そこには、
絶えず "希望と絶望"が見え隠れしている。

ダンスマガジン 2002/06

公演記録
2003年03月
「DOROBO 泥棒 -再生の産声-」-新国立劇場 小劇場
2002年02月
「DOROBO 泥棒」
(Ver.1) -パークタワーホール

「KAFKA 架蜉架」

[プロローグ]
カーダッケフカ

フカフカ

カーダッケフカ

ぼくの内蔵をかき乱すのは誰？ 痛いよ
カーダッケフカ

フカフカ

まだわからないのかい
カーダッケフカ
とっても塩っ辛い

カーダッケフカ

俺を舐めてごらん

フカフカ

フカフカ

息が苦しいよ

カーダッケフカ

フカフカ
きっと思い出すよ
フカフカ

[作品解説]
PROJECT FUKUROWでは、
これまで身体表現に、
立体作品、
音楽、
映像という様々な表現手段を用い、
[形ある
もの]あるいは[形なきもの]も含めたすべてのものを、
[うごかす]という行為で、
人それぞれの[独自の文化]＝
[感性]に触れ、
その精神世界において互いの接点を見出そうと試みている。
分厚い殻のようなものによって
閉ざされてしまっている[見えない何か]を必死に見ようと、
その殻を揺さぶり砕こうとしている作者の行為、
それが[うごかす]なのである。

あごが痺れてきたよ

なぜ君はぼくの中にいるの？

人の内面的な感情を時間軸という枠組みを壊しながら描いてきた能の精神世界。
その表現が繰り返されて

ぼく
は君のなんなの？ ぼくは君なの？
ぼくは君のなんなの？

そしてそこに[質量
きた空間に、
作家である石川ふくろうの特異な感覚が[空間と時間の不調和]をもたらせ、

カーダッケフカ

フカフカ

おまえは俺じゃない

カーダッケフカ

フカフカ

でも俺はおまえなのかもしれない

フカ

フカフカ

俺はおまえの涙さ

フカ

フカフカ

カーダッケフカ

と抵抗]を徐々に与えていく。
独特の質感をもつ機械仕掛けの立体作品[キネティックアート]と彼のもつ潜在
的な感覚を投影させた身体表現を、
日本の独自の文化である能舞台という空間に介在させ、
さらに[音楽]、
[
映像]と共にその融合を試み複合的に表現していく。

フカフカ

photo [Haruhisa Yamaguchi]

公演記録
2005年10月
「KAFKA 架蜉架」
(Ver.2) -フランス/アンギャンルバン/アートセンター
2003年09月
「KAFKA 架蜉架」
(Ver.1) -銕仙会能楽研修所

残像

東急沿線新聞 1998/4/1

埼玉新聞 1999/4/29

静岡新聞 2000/4/25

静岡新聞 2000/5/15

オンステージ新聞 2000/6/9

ダンサート 2000年秋号 No.19

ダンスマガジン 2001年3月号

読売新聞 2001/8/31
ダンスマガジン 2001年12月号

o-cube 2002/2/1 Vol.84

読売新聞 2002/3/12

ダンスマガジン 2002年6月号

赤旗新聞 2003/1/25

朝日新聞 2003/3/10

オンステージ新聞 2003/4/4

美術の窓 2003年8月号

シアターガイド 2003年10月号

ニューヨークタイムズ

2004年1月13日[火曜日]
芸術・文化 ダンス批評
「工業社会での孤独についての日本の寓話」アナ・キセルゴフ記

The New York Times 2004/1/13

小さな機械仕掛けの人形がテーブルの下を歩いている。痩せた男が背中を丸めて座っている。別
のソロではビジネススーツを着た女性がジェスチャーの断片を勢いよく演じ、
さまざまな感情を描
きだす。
次にダンサーたちはムーブメントを次々と流れるように表現する。
もうひとつのグループは街着で
人生の不条理を批評する。
そして最後の作品ではスカーフで頭部を覆った顔の無い女性がパワフル
な怪奇人物となる。
週末に行なわれた日本のコンテンポラリーダンスショーケースに参加した５つのカンパニーが表
現したこれらのイメージは、
ジャパンソサエティで行なわれるこのイベントで毎年再確認すること―
日本の実験的ダンスシーンは驚きと独創力を引き起こす―を我々に示した。
ショーケースが行なわれるようになった最初の頃、参加カンパニーはその道化性と攻撃性でセン
セーションを巻き起こした。今回、金曜と土曜に踊ったグループはもっと穏やかに、普遍的に、
このシ
ョーケースの通例となっている工業社会批判をほのめかした。
石川ふくろうがPROJECT FUKUROWのために振り付けた「OZMA-汚不魔」
ではうつろな男とテー
ブルの下に置かれた機械仕掛けの人形との関係によって孤独を探究した。
本を持ち上げ、
テーブルの上に人形を見つけた男、佐成哲夫が急に人形の手足を動かす。Breuer
による電子音楽が沈黙を破り、
テーブルとリモコンで操作されている人形が舞台裏に行ってしまうと
彼の世界が消滅していることに気づく。
ソフトなダイブ、倒立、後ろ宙返り、角度ポジションが満載の
ソロで、男は自分の内面を呼び戻そうとしているかのように見えた。すべての関節がつながっている
体節を有する、背を伸ばして歩く新しい人形がテーブルの下に現れた。
石川氏が登場し、佐成氏の顔に白い包帯を巻きつけていき、それから包帯を舞台にのばしていっ
た。男がミイラにされた不安のなか座っているところにふたりの女性（石川直子と平田恵子）が急い
で踊る。
そしてとうとうその小さな人形のみがテーブルの下、闇の中に残された時、ひとつの人生が
消えたように見えた。新しい工夫で魅了することができるような作品だが、
「OZMA」はその代わりに
伝説的なレゾナンスを獲得するのである。
写真キャプション>>
日本のコンテンポラリーダンス ショーケースで上演された「OZMA-汚不魔」
で石川ふくろうは包帯
を佐成哲夫の顔のまわりに巻く。
テーブルの下では象徴的な機械仕掛けの人形が待つ。

