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チェルフィッチュ

『消しゴム森』

金氏徹平

2020年2月7日（金）
〜2月16日（日）

金沢21世紀美術館の展示室が演劇『消しゴム森』の舞台に！

演劇作家・チェルフィッチュ主宰の岡田利規と現代美術作家の金氏徹平がタッグを組んだ話題作！
公演名

チェルフィッチュ

金氏徹平 『消しゴム森』

会期

2020年2月7日（金）〜 2月16日（日） ※2月10日（月）休演

開場時間

10:00〜17:00／ライブパフォーマンス11:00〜16:00

会場

金沢21世紀美術館

料金

一般 2,300円（2,000円）、ペア（3,800円 ※前売り券のみ）、大学生・団体料金（20名以上）
・
65歳以上の方 2,100円（1,800円）、小中高生 1,100円（800円）、友の会 2,100 円（1,800円）

※最終入場は閉場の30分前まで

※（

※入場当日に限り入退場自由

展示室7〜12、14

）内は前売り券の料金

※前売り券発売：11月20日（水）10:00〜

前売り券取扱い ミュージアムショップ、
「Peatix」https://keshigomumori-kanazawa21.peatix.com
お問合せ

金沢21世紀美術館 TEL： 076-220-2800

主催

金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術創造財団］

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

製作
共同製作

一般社団法人チェルフィッチュ
〈消しゴム山〉KYOTO EXPERIMENT、Wiener Festwochen、Festival dʼAutomne à Paris、
Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt
〈消しゴム森〉金沢21世紀美術館

企画制作

株式会社 precog

協力

コネリングスタディ／山吹ファクトリー、急な坂スタジオ、京都市立芸術大学、
京都芸術センター制作支援事業

本プロジェクトは、
『 消しゴム山』
（ 初演：2019年10月 KYOTO EXPERIMENT）、
『 消しゴム森』
（ 初演：2020
年2月金沢21世紀美術館）の両バージョンからなる。

本資料に関する
お問合せ

金沢21世紀美術館 事業担当： 黒澤 広報担当： 石川、落合
〒920 - 8509 金沢市広坂1-2-1
TEL 076 -220 -2814 FA X 076 -220 -2802
ht tp://w w w.kanazawa21.jp E-mail: press@kanazawa21.jp
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公演概要

劇場版『消しゴム山』の次は美術館版『消しゴム森』！
『消しゴム山』
（劇場版）と『消しゴム森』
（美術館版）は、演劇作家・岡田利規が、2017年、東
日本大震災で大きな被害を受けた岩手県陸前高田市を訪れ、津波被害を防ぐ高台の造成工事で
変わってしまった風景を見たことに始まります。嵩上げのための土砂は周辺の山を削り取って賄わ
れているため、かつてあった風景は驚異的な速度で変貌し、岡田は、もはや人間的な尺度を大
きく逸脱するものだったと言います。度重なる環境の変化に向き合う人間中心主義に対しての疑
いをもって、チェルフィッチュの新作の構想は全く新しい考え方に基づく「演劇」に発展していっ
たのです。そもそも、そうした自然の作り変えをする人間は環境の一部であるにもかかわらず、
対立するかのような関係にあると考えていることこそ疑うべきなのでないか。これを演劇に援用
すれば、観客は舞台上で展開される話や役者に向き合うというより、その場に存在する環境の
一部でしかないのではないか。舞台美術と呼ばれるものでさえ、観客との関係においては上下左
右のない、等価に存在しているのでないか。人間中心主義ではない、環境に対する演劇を構想
し、そして、それを実験してみようということですから、『消しゴム森』はいろいろな意味で、い
わゆる一般的な「演劇」とは大いに異なるのです。岡田利規のこうした投げかけに応えるのは、
1997年から主宰するチェルフィッチュとセノグラフィーの金氏徹平です。金氏徹平は空間におけ
る物や人の存在と関係について、これまでも岡田と共に実験を繰り返してきています。
『消しゴム山』は、逃げ場のない舞台空間で流れる時間に従って進行していきましたが、金沢 21
世紀美術館のギャラリースペースでの公演『消しゴム森』では、観客が空間と時間を自由に選択
することができます。どこから、どの順で、どこまで観ればいいのかと考えている「あなた」も
『消しゴム森』の一部となるので、もはや観客とすらいうこともできないかもしれません。
『消しゴム山』と『消しゴム森』には岡田利規の「映像演劇」の手法も取り入れられています。「映
像演劇」とは、舞台映像デザイナーの山田晋平とともに取り組み始めた新しい形式の演劇であり、
演じている映像を観る人々が現実とフィクションの間で揺れ動く、曖昧さを創出するものです。
どうぞ、時間の許す限り『消しゴム森』の一部となって壮大な実験にお立ち会いいただき、「演
劇」の定義を大幅に更新していくチェルフィッチュ、岡田利規、金氏徹平による新作をお楽しみ
ください。
黒澤浩美（チーフ・キュレーター）

見所

金沢21世紀美術館の展示室が演劇『消しゴム森』の舞台に
10 月に「KYOTO EXPERIMENT 2019」で話題となったチェルフィッチュ 金氏徹平による
劇場版『消しゴム山』に続き、待望の美術館版『消しゴム森』が金沢 21世紀美術館の展示室を
舞台に開催されます。チェルフィッチュ 金氏徹平が当館の大小さまざまで特徴的な展示空間
の特性やナラティブを捉え直し、美術館版『消しゴム森』をインストールします。

演劇作家・チェルフィッチュ主宰の岡田利規と
現代美術作家の金氏徹平がタッグ

従 来の演 劇の 概 念を覆し国 内外で 注目される演 劇 作 家で、演 劇カンパニーのチェルフィッ
チュを主宰する岡田利規。コラージュを主な手法とし、演 劇的な視点を貪 欲に取り込み創作
の領域を拡張させる美術作家で当館コレクション作家でもある金氏徹平。岡田による作・演
出、金氏によるセノグラフィー（舞台美術）で現代演 劇と現代美術をけん引する二人がタッグ
を組む注目作です。
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「映像演劇」を取り入れ、演劇をアップデートし続ける
チェルフィッチュの最新形

劇場版『消しゴム山』、金沢 21世紀美術館で開催する美術館版『消しゴム森』にはチェルフィッ
チュが近年力を注ぐ「映像演劇」が多く取り入れられています。映像演劇は作品を多層化するだ
けでなく、映像・空間・鑑賞者の関係性に新たなレイヤーを提示します。
鑑賞者はそれぞれの展示室に身を置くことで、自身と作品、そこにある時間や空間と新たな関
係を結び直します。「演劇」や「美術」の境界を融解させようと試みるチェルフィッチュの最新形
にぜひお立会いください。

東日本大震災後に訪れた陸前高田市の風景から着想

展示室をラボ化し、人と物の「関係性」に取り組む話題作！
東日本大震災で甚大な被害を受けた岩手県陸前高田市を 2017年に訪れた岡田利規が、驚異的
な速度で人工的に作り変えられる風景を目の当たりにし、「人間的尺度」を疑う本作を構想。展
示室をラボ化し、演じる者と観る者という対抗関係ではなく、環境そのものが演劇となる体験
を創出し、人と物の関係を身体表現によっていかに再考し得るのかに取り組む話題作です。
1

2

1,2.
チェルフィッチュ 金氏徹平『消しゴム山』、ロームシアター京都、KYOTO EXPERIMENT 2019
Photo by Yuki Moriya, Courtesy of Kyoto Experiment
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『消しゴム森』で
トライすること

岡田利規（作・演出）
ヒトが人間中心主義の外に出るためのパースペクティヴに少しでも感覚のレベルで触れ、接近す
るための手助けとなるものに、『消しゴム森』という展覧会／上演を、しつらえたい。
そのために『消しゴム森』を、モノとヒトとの、たとえば、ヒトに道具として用いられるモノ／道
具としてのモノを用いるヒト、といった主従関係とは異なる関わりのありようを提示する場、モ
ノとヒトとの関係がそのようなものへと変容していく様子を提示する場にしたい。
モノとヒトとの相違・境界をなめらかにし、溶かしさえしてくれる可能性のあるものとして、映像を
取り込みたい。わたしたちが昨年から取り組む〈映像演劇〉と呼んでいる手法を、多用したい。
モノとヒトの関係のさまざまなヴァリエーションを持った複数の異なるパフォーマンスを、演劇と
いうフォーマットを用いて生み出していきたい。つまり、ヒト（鑑賞者）に向けたヒト（俳優）に
よる演劇、ヒト（鑑賞者）に向けたモノによる演劇、モノに向けたモノによる演劇、どこかに向
けたモノによる演劇、など。

金氏徹平（セノグラフィー）
人間とモノと空間と時間との新しい関係性。生まれていない／存在していない人間が持っている
思考。たくさんの時間とたくさんの人間の思惑によって出来上がった制度や空間をモノが占拠す
ることによって、既存の境界線とは全く別のでたらめな境界線を引き台無しにする。タイムマシ
ンの材料をホームセンターで見つける。など、ある意味で想像することも不可能かもしれないこ
とを、演劇（あるいはチェルフィッチュ）もしくは劇場、彫刻（あるいは金氏）もしくは美術館の
制度や空間や手法やコンセプトを駆使して実現しようというのが今回の僕にとっての試みです。
劇場版の 消しゴム山 は、存在しないもしくはかつて存在した山を遠くから眺めるようなもの
であるとすれば、美術館版の 消しゴム森 は自らその中に踏み入るものになると思います。森
の中は危険がいっぱい。

プロフィール

岡田利規（おかだ・としき）
1973 年横浜生まれ、熊本在住。演劇作家／小説家／チェ
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ルフィッチュ主宰。活動は従来の演劇の概念を覆すとみな
され国内外で注目される。2005 年『三月の 5日間』で第
49 回 岸 田 國 士 戯 曲 賞 を 受 賞。同 年 7月『クーラー』で
「TOYOTA CHOREOGRAPHY AWARD 2005 ー 次 代 を
担う振 付 家の 発 掘 ー」最 終 選 考 会 に出 場。2007 年デ
ビュー小説集『わたしたちに許された特別な時間の終わり』
を新潮社より発表、翌年第 2 回大江健三郎賞受賞。2012
年より岸田國士戯曲賞の審査員を務める。2013 年には初
の演劇論集『遡行 変形していくための演劇論』
、2014 年
には戯曲集『現在地』を河出書房新社より刊行。2016 年よ
りドイツ有数の公立劇場ミュンヘン・カンマーシュピーレの
レパートリー 作 品 演 出を4シーズンにわたって務 める。
2018 年 8 月にはタイの小説家、ウティット・へーマムーン
の原作を舞台化し、塚原悠也とコラボレーションした『プ
ラータナー：憑依のポートレート』をバンコクにて発表、
12 月にフェスティバル・ドートンヌ／ジャポニスム 2018（パ
リ）
、2019 年に響きあうアジア2019（東京）にて上演。
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© 宇壽山貴久子

PRESS RELEASE

チェルフィッチュ
岡田利規が全作品の脚本と演出を務める演劇カンパニーとして1997年に設立。独特な言葉と身体の関係性を用
いた手法が評価され、現代を代表する演劇カンパニーとして国内外で高い注目を集める。その日常的所作を誇張
しているような／していないようなだらだらとしてノイジーな身体性は時にダンス的とも評価された。2007年
ヨーロッパ・パフォーミングアーツ界の最重要フェスティバルと称されるクンステン・フェスティバル・デザール
2007（ブリュッセル／ベルギー）にて『三月の 5日間』が初めての国外進出を果たして以降、アジア、欧州、北
米にわたる計70 都市で上演。2011年には『ホットペッパー、クーラー、そしてお別れの挨拶』が、モントリオー
ル (カナダ )の演劇批評家協会の批評家賞を受賞。
近年は、世界有数のフェスティバル・劇場との国際共同製作により、
『現在地』
（2012）
、
『地面と床』
（2013）
、
『スーパープレミアムソフトWバニラリッチ』
（2014）
、
『部屋に流れる時間の旅』
（2016）
『三月の 5日間』リクリ
エーション（2017）を発表。常に言葉と身体の関係性を軸に方法論を更新し続け、既存の演劇手法に捉われな
い表現を探求している。2018 年には映像によって演劇的空間を立ち上げる展示／上演『渚・瞼・カーテン チェ
ルフィッチュの〈映像演劇〉
（
』熊本市現代美術館）を制作・発表した。 https://chelfisch.net

金氏徹平（かねうじ・てっぺい）
1978 年京都府生まれ、京都市在住。2001 年京都市立芸
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術大学在籍中、ロイヤル・カレッジ・オブ・アート（ロンドン）
に交換留学。2003 年京都市立芸術大学大学院彫刻専攻修
了。現在、同大学彫刻専攻准教授。日常の事物を収集し、
コラージュ的手法を用いて作品を制作。彫刻、絵画、映像、
写真など表現形態は多岐にわたり、一貫して物質とイメージ
の関係を顕在化する造形システムの考案を探求。個展「金
氏徹平のメルカトル・メンブレン」
（丸亀市猪熊弦一郎現代美
術館、2016）など国内外での展覧会のほか、舞台美術や装

撮影：川島小鳥

丁も多数。あうるすぽっとプロデュース『家電のように解り
合えない』
（2011）
、KAAT キッズ・プログラム 2015 おい
しいおかしいおしばい『わかったさんのクッキー』
（2015
-2016）での舞台美術を始め、自身の映像作品を舞台化し
た『tower (THEATER)』
（KYOTO EXPERIMENT 2017）
では演出を手掛ける。

出演者
プロフィール

青柳いづみ（あおやぎ・いづみ）
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2008 年『三月の５日間』ザルツブルグ公演よりチェルフィッチュに参 加。
2007年よりマームとジプシーに参加、以降両劇団を平行し国内外で活動。
近年の主な出演作にチェルフィッチュ『部屋に流れる時間の旅』
、金氏徹平
『tower (THEATER)』
、藤田貴大演出『みえるわ』
（小説家・川上未映子との
共作）
、
『CITY』など。また、音楽家・青葉市子とのユニットやナレーション、
文筆活動なども行う。漫画家・今日マチ子との共著『いづみさん』
（筑摩書房）
、
朗読で参加している詩人・最果タヒの詩のレコード『こちら99 等星』
（リトル

© 篠山紀信

モア）が現在発売中。

安藤真理（あんどう・まり）
2006 年伊丹アイホールにて岡田利規ワークショップ & パフォーマンス「奇妙
さ」に参加。以降 2008 年『フリータイム』、2009 年『記憶の部屋について』
（金沢 21世紀美術館「愛についての100 の物語」）、『ホットペッパー、クー
ラー、そしてお別れの挨拶』、2011年『家電のように解りあえない』、2016
年『部屋に流れる時間の旅』他に出演。
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板橋優里（いたばし・ゆり）
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宮城県生まれ。尚美学園大学に入学し演劇を始める。大学卒業後、小田尚稔
の演 劇、ウンゲツィーファ、アナログスイッチ等に出演。近年ではチェル
フィッチュ『三月の 5日間』リクリエーションに出演。

原田拓哉（はらだ・たくや）
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1981年大阪府生まれ。京都嵯峨美術短期大学卒業。美術家。グループ展
2007年「Uchu」
（galleryDen58）、2008 年「oneroom3」
（元・立 誠 小 学
校）、2013 年「What(n)ever」
（コーポ 北 加 賀 屋）、2015 年「DAYDREAM
with GRAVITY」
（ホテルアンテルーム京都）。

矢澤誠（やざわ・まこと）
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1972 年福島県生まれ。福島市在住。俳優。NODA・MAP、宇宙レコード、
ニブロール、ミクニヤナイハラプロジェクト、カムカムミニキーナ、安藤洋子
プロジェクト、遊園地再生事業団、カンパニーデラシネラ、オフブロードウェ
イミュージカル『リトルショップ・オブ・ホラーズ』などに出演。チェルフィッ
チュには『わたしたちは無傷な別人である』
、
『地面と床』
、
『スーパープレミア
ムソフトWバニラリッチ』に出演。

米川幸リオン（よねかわ・こう・りおん）
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1993 年三重県生まれ。父がイギリス、母が日本、のニッポン人。京都造形芸
術大学映画学科俳優コースと映画美学校アクターズコースを卒業。主な出演作
品は、チェルフィッチュ『三月の５日間』リクリエーション、小森はるか +瀬尾
夏美『二重のまち／交代地のうたを編む』
、ミヤギフトシ『感光』など。また、
伯楽 -hakuraku- のメンバーとして、岩手県住田町での自主映画の企画〜上映
までも行っている。

出演・スタッフ
クレジット

作・演出：岡田利規

宣伝美術：れもんらいふ

セノグラフィー：金氏徹平

宣伝写真：守屋友樹

出演：青柳いづみ、安藤真理、板橋優里、

グラフィック：金氏徹平

原田拓哉、矢澤誠、米川幸リオン

企画制作：株式会社 precog

映像：山田晋平

ディレクター：中村茜

照明：髙田政義（RYU）

シニアプロデューサー：平岡久美

音響プランナー：中原楽（ルフトツーク）

チーフアドミニストレーター：森田結香

衣裳：藤谷香子（FAIFAI）

ツアーマネージャー：水野恵美

舞台監督：川上大二郎

海外営業：崎山貴文

演出助手：和田ながら

教育普及コーディネーター：栗田結夏

プロデューサー：黄木多美子（precog）
アソシエイト・プロデューサー：田中みゆき
制作アシスタント：遠藤七海（precog）
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メディア向け
公開リハーサル

日時：2 月3 日（月）14:00〜15:00（予定）
会場：金沢 21世紀美術館 展示室
（13:30より本公演プレスガイダンスをレクチャーホールにて実施、受付は本多通り口［東口］にて）

関連プログラム

ポスト・パフォーマンス・トーク「篠原雅武

岡田利規

金氏徹平」

日時：2 月7日（金）17:15〜18:15（開場17:00）
会場：金沢 21世紀美術館 レクチャーホール
参加費：無料
定員：先着 50 名

※事前申込み不要

（会場に入りきれない場合はサテライト会場をご案内します）

ポスト・パフォーマンス・トーク「宮沢章夫

岡田利規」

日時：2 月 8 日（土）17:15〜18:15（開場17:00）
会場：金沢 21世紀美術館 レクチャーホール
参加費：無料
定員：先着 70 名

※事前申込み不要

篠原雅武（しのはら・まさたけ）
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1975 年生まれ。京都大学総合人間学部卒業。京都大学大学院人間・環境学研究
科博士課程修了。博士（人間・環境学）
。現在、京都大学総合生存学館（思修館）
特定准教授。単著書に『公共空間の政治理論』
（人文書院、2007年）
、
『空間のた
めに』
（以文社、2011年）
、
『全生活論』
（以文社、2012 年）
、
『生きられたニュー
タウン』
（青土社、2015 年）
、
『複数性のエコロジー』
（以文社、2016 年）
、
『人新
世の哲学』
（人文書院、2018 年）
。主な翻訳書として『社会の新たな哲学』
（マヌエ
ル・デランダ著、人文書院、2015 年）
、
『自然なきエコロジー』
（ティモシー・モー
トン著、以文社、2018 年）
。

宮沢章夫（みやざわ・あきお）
1956 年生まれ。劇作家、演出家。早稲田大学文学学術院教授。80 年代半ば、
竹中直人、いとうせいこうらとともに、
「ラジカル・ガジベリビンバ・システム」の
舞台を開始。作・演出をすべて手がける。90 年、作品ごとに俳優を集めて上演す
る形式の「遊園地再生事業団」でまた異なる舞台作品の創作に取り組み、92 年に
上演した『ヒネミ』で岸田國士戯曲賞受賞。2010 年『時間のかかる読書』で伊藤
整文学賞受賞。主な著書に、戯曲『14 歳の国』
、エッセイ『牛への道』
『茫然とす
る技術』
『チェーホフの戦争』などがあり、また講義録ともいうべき『東 京大学
［80 年代地下文化論］講義・決定版』がある。小説には、芥川賞候補になった
『サーチエンジン・システム・クラッシュ』のほか、
『ボブ・ディラン・グレーテス
トヒット第三集』など。2014 年『ニッポン戦後サブカルチャー史』
（ＮＨＫ・Ｅテ
レ）の講師を務めた。
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広報用画像

画像 1〜15 を広報 用にご提 供いたします。ご希望の方は下記をお読みの上、広報室へお申し
込みください。

Email: press@kanazawa21.jp

［使用条件］
※広報用画像の掲載には各画像のキャプションとクレジットの明記が必要です。
※トリミングはご遠慮ください。作品が切れたりキャプション等の文字が画像にかぶったりしないよう、レ
イアウトにご配慮ください。
※情報確認のため、お手数ですが校正紙を広報室へお送りください。
※アーカイヴのため、後日、掲載誌（紙）、URL、番組収録の DVD、CD などをお送りください。
以上、ご理解・ご協力のほど、何とぞよろしくお願いいたします。
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13〜15.
【グラフィック：金氏徹平】
Photo by Yuki Moriya, Courtesy of Kyoto Experiment, Graphic by Teppei Kaneuji
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16,17.
チェルフィッチュ 金氏徹平『消しゴム山』、ロームシアター京都、KYOTO EXPERIMENT 2019
Photo by Yuki Moriya, Courtesy of Kyoto Experiment
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