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顕微鏡のプレパラートスライドを思わせる3枚のスク

Conceived as an

リーンは「ダンサーを永久保存するためのインターフェ

preservation of the dancer's movements," this

イス」として考案された新しいダンス映像インスタレー
ションです。
作品は大きく5つのシーンに分かれており、部屋内の観
客をセンサーが感知し、次のシーンへと移行します。映

interface for a permanent

video dance piece is based on the novel idea of
producing images and sound ﬁrst, and
subsequently programming a data-choreography
out of the single elements.
Three displays are embedded in the venue's ﬂoor,

像は55のショット用意されており、展開時に毎回異なる

while sensors detect the visitor's movements. The

映像と音が選択され、自動的にダンスの振付けを生成し

displays show vivid projections of the contact

ます。ここでのダンスの振付け（コレオグラフ）とは、

points with the ﬂoor of an improvising dancer,

一方で、限られた長方面上での、身体の位置や重力に対

and by moving around in the exhibition space,

しての変容の追究があり、他方で、それがシークエンス

the visitor adds an element of chance to the

として３面化されることで、さらに複数の映像の関係構
築がおこなわれる、2重の意味を持っています。
映像撮影はt15mmx1.8mx0.9m(畳サイズ)の透明アク
リル下からダンサーの影をハイビジョンで撮影され、い

generated sequences of footage on the displays.
(All the sequences are consisted by ﬁve parts of
scenes, which includes 55 footages.)The
soundtrack is composed of the sounds of the
body movements and of their contacts with the
ﬂoor, and music performed by Otomo Yoshihide

わゆる劇場の舞台では観る事ができないダンサーの細か

based on footage of body movements.

い筋肉の動きや息づかいを観る事ができます。

-

本作は3画面のプロジェクションで構成されています

About the system This work consists of three

が、コンピュータプログラム上は、多様性を持たせるた

projected images, and an additional one that the

めに、4画面で演算されています。鑑賞できない4番目の

computer program calculates with. The three

スクリーンを作る事で、３という安定した構造を崩し、
見えない連動感や予想できない沈黙を作り出していま
す。さらに、フィボナッチ数列を応用し、カットとカッ
トの間をつなぐブランクと、映像内にもうけられたフ

connected images are displayed in the form of
projections and sounds in the exhibition space,
while the fourth is available as a sound channel
only in the adjacent patios on both sides of the
exhibition space. Here the visitor can try and

リーズポイントでの継続時間にそれが適応されていま

imagine the fourth, non- visualized image while

す。各映像は元フランクフルトバレエ団のアレッシオ・

listening to the soundtrack. Further, the

シルヴェストリンによって振付け／パフォーマンスさ

sequences of images and sounds on each display

れ、サウンドは、ダンサーの動きや床との接触音、およ

follow rules based on Fibonacci numbers, and are

び身体表現の映像をもとに大友良英が演奏した音から構

at once determined by the dancers movements,

成されています。20分程で全シーンを見ることができま
す。
コンピュータ制御プログラムは、openFrameworks,
Processing,MAX/MSPによって書かれています。

sounds, and other uncertain data for the sake of
variety and diversity.
（A special set was built for the works visual
components, which were ﾞlmed in hi-vision in
order to visualize the dancers subtle movements
and gravity on the ﬂoor.）
Systems and software used for the development/
production: openFrameworks, Processing, MAX/
MSP.
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Alessio Silvestrin
Graduated from Académie de Dance Classique Princesse Grace in Monte-Carlo and
studied at the Ecole Atelier Rudra Béjart in Lausanne as well. Studied at the Music
Conservatory "A. Pedrollo" in Vicenza and at the Académie de Musique Prince Ranier III
in Monte-Carlo. Dancer/Choreographer/Composer. Danced and worked as
choreographer with Béjart Ballet Lausanne directed by Maurice Béjart, Ballet de
l'Opéra National de Lyon directed by Yourgos Loukos and with Ballet Frankfurt
directed by William Forsythe. He works as guest dancer, choreographer and associated
artist of The Forsythe Company.

アレッシオ・シルヴェストリン ダンサー / 振付家 / 作曲家
ダンサー、振付家、作曲家。1973年イタリア、ヴィツェンツァ生まれ。モンテカルロ市グレース
王妃ダンスクラシック・アカデミーを卒業後、ローザンヌの ルードラ・ベジャール学校にて学
ぶ。その後ベジャール・バレエ・ローザンヌ，リヨンオペラ座バレエ団にてダンサーおよび振付家
として活躍。 1999-2002年ウィリアム・フォーサイス率いるフランクフルトバレエ団に所属。 そ
の後、ザ・フォーサイス・カンパニーのゲストダンサーを務める。2003年9月より日本を拠点に
フリーランスアーティストとして、振付けだけでなく、ビ デオや音楽等の異なった分野でも活動
を開始。また、国際的なダンスフェスティバルでの招待パフォーマンスや、様々なアーティストと
のコラボレーションも行 う。2009年2月、セルリアンタワー能楽堂による、能楽とダンスを組み
合わせたシリーズ「伝統と創作」の作品「トリプル・ビル」では、振付、音楽を担当 し自身も出
演。能楽師の津村禮次郎と共演。

Otomo Yoshihide
Born in 1959. Guitarist, turntable player, composer and producer.
He always leads plural bands such as ONJO and Anode, and has participated in many
bands such as Filament and Joy Heights. Not only in Japan but also in different parts in
the world, he has been active in performing concerts and recording, maintaining his
independent stance. In the ﬁelds of experimental music, improvisation, and noise
music in particular, he is highly appreciated in the West. The style of his music is wideranged from roaring sound with abundant noise and feedback, spontaneous works
that focus on generation of sound itself, to recent works of jazz, song, and ﬁlm music.

大友良英 ギタリスト / ターンテーブル奏者 / 作曲家 / プロデューサー
ONJO、Anode等常に複数のバンドを率い、またFilamnet、JoyHeights等数多くのバンドに参
加。日本はもとより世界各地でのコン サートやレコーディング等、 常にインディペンデントなス
タンスで活動。特に現代音楽や即興、ノイズの分野における欧米での評価は高い。
ノイズやフィードバックを多用した大音量の作品から、音響の発生そのものに焦点をあてたスポン
ティニアスな作品、また近年はジャズの作品も多く、その作風 は多種多様。Sachiko Mと結成し
た電子音響系プロジェクト「Filament」で徹底した音響作品を指向する一方で、伝統楽器とエレ
クトロニクスによるアンサンブル 「Cathode」や「Anode」、ジャズを今日的な視点でよみがえ
らせる「大友良英 New Jazz Orchestra (ONJO)」を率いる。

Richi OWAKI

大脇理智

2009
Performed

1977
愛知県生まれ。

-

Exhibited a new work "skinslides" at Yamaguchi Center for Arts
and Media.
Participate in Seoul International Choreography Festival, lose a
prize.
2006
Advocated the concept of a dance pattern Lanuage.
2005
Assumed the coordinator of a dance unit "Chikuha".
2004
Produced a video work "CRACKERS#1#2#3" at Yamaguchi Center
for Arts and Media.
creened with the Dance and Media Japan of the Monaco Dance
2002
Joined DUMB TYPE theatre work "Voyage" in Toulouse, FRANCE.
Formed "newClear" and advocated the concept of "Alien
Contacts".
2001
Joined execution of "IRIS"( ShiroTAKATANI direction in Valencia
Biennale) as a video assistant and motor operation worked
fabricator.
2000
Graduated from Design engineering faculty, Tohoku University
of Art and Design.
Joined Dumb Type theater work "memorandum", toured Paris,
Seville, Amsterdam, Tokyo, etc.
AIDS Video Project presents documentary video "Club Luv+ last
day" (60min) compilation.
Acquired American modern dance technique at Merce
Cunningmam studio and Trisha Brown studio in America for a
month.
1977
Born on March 2, in Nagoya City, Japan.

2000
東北芸術工科大学 デザイン工学部 情報デザイン学科 映像コー
ス卒業、幸村真佐男ゼミ所属。
dumb type劇場作品 memorandum ツアーに参加、
Paris,Seville,Amsterdam,Tokyoなど。
2001
バレンシアビエンナーレ、高谷史郎作インスタレーショ
ン IRIS にステッピングモーターのプログラムおよび機械製
作、ビデオアシスタントとして参加。
2002
dumb type劇場作品
参加。

Voyage

フランストゥールーズ公演に

2004
newClearによるビデオ作品「CRACKERS#1#2#3」制作。
同年モナコ・ダンスフォーラムにて上映。
2005
2005年度山口情報芸術センターが支援するダンスユニット
「ちくは」のコーディネーターとして着手。
2006
ちくは
マンス

ダンス・パタン・ランゲージアニュアル展+パフォー
山口情報芸術センター上演。

2007
ちくは ダンス・パタン・ランゲージ 253自分を語る小物 こ
まばアゴラ劇場、冬のサミット2007上演。
マエストロ・グワント(四谷アート・ステュディウム最優秀アー
ティスト賞)2007 年第2回審査員賞受賞。
newClear「I cannot watch me /私は私を観ることができな
い」踊りに行くぜ!!vol.8概要、山口情報芸術センター上演。
2009
ちくは 253自分を語る小物 第3回福岡演劇フェスティバル
上演。
newClear+アレッシオ・シルベストリン「skinslides」発表、
山口情報芸術センター展示。

