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舞 踏 の 肉 体

――現代日本における舞踏家たちの日常実践と共同生活――

ケイトリン・コーカー＊

は じ め に

本稿の目的は，1960 年代に土方巽が創始した暗黒舞踏 (以下舞踏) における身体・肉体の位

置づけと，アスベスト館での土方を中心とする共同生活の意義を，土方の弟子たちからの聞き

取り調査に基づいて考察することにある。それはまた，舞踏を追求する中で，その弟子たち，

すなわち舞踏家たちが日常実践を通じていかに自らの肉体の可能性を模索してきたのかを明ら

かにすることである。そして，その発言をもとに，肉体として生きることが，いかに人間の在

り方を探究し，そして既存概念へ抵抗することになるのかを考察する。

なぜ舞踏を研究対象にするのか，そして舞踏そのもの (作品論など) ではなく共同生活に関

心を向けるのかという点については，私自身の経験と密接に結びついているので以下に説明し

たい。

私は，幼い頃から舞踊 (ダンス) を習い舞台にも上がり踊ってきた。そうした経験の中で

ずっと不思議に思っていたことがある。それは，運動する身体への近代主義的なまなざしであ

る。美を追求していく中で，速さや見る者を感動させる効率的な動きなど，近代的価値観が反

映されているのである。ところが，本稿で対象とする舞踏は，こうした近代主義的価値観によ

らず自由であるだけでなく，それをことごとく批判しているように見える。

日本に来て舞踏に出会ったことによって，これまでのダンスに対する違和感を自覚し，身体

と新たに向き合う機会を得た。舞踏はダンスと違い，美しい姿勢を真似して繰り返す中で身体

的強さや美しさ，効率の良さに価値を置くわけではない。舞踏では舞踏家すなわち踊り手が言

語的イメージを通じて，身体の変容を促す。それは理想とする舞踊形式に従うのではなく，自

身の身体から繰り広げられる独自の運動を目指す。そのため，常日頃から自らの身体を注意深

く観察し，「生きている身体」，より正確には「肉体」(身体と肉体との相違は後述する) への意識
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が必要とされる。それは当然とみなしている体のあり方に疑問を付すことでもある。そして，

その背後にある近代主義的なまなざしについても私たちに再検討を迫ることになるのである。

個人的な体験ではあるが，実際に舞踏を学ぶことを通じてというよりも，個々人の舞踏家と

の出会いから多くの刺激を得た。日本社会において，一般的に舞踏の位置付けは舞踊 (ダン

ス) より下に置かれていると思われる。そして，舞踊は芸術と言うカテゴリーの中で最も底辺

に位置し，公演をしても多勢の人が見に来るわけではなく，生活が成り立たない［佐藤 1999］。

それでも，舞踏家たちは芸術家として通常の生活様式から逸脱する傾向にある。しかし，その

逸脱の根源は，舞踏家として生きることを選択し，たえず体を重視するところにある。その所

以は，かれらが肉体を土台にした生き方を選択していることにある。かれらが舞踏と言う名前

で模索する肉体は，概念上の身体ではなく，物質的体，生そのものである。むき出しの肉体を

意識し，それを表現しようとするとき，かれらは逸脱するのである。私はかれらと出会い，そ

の生活に触れ，また過去の生活について理解を深めることで，舞踏について考察することに

なったのである。

調査方法として，4年間 (2007 年 2 月〜2011 年 3 月) 舞踏家に師事し1)，舞踏家と交流し，2

年間 (2012 年 4 月〜2014 年 3 月) 主に聞き取り調査および参与観察を行なった。本稿が参考

にする聞き取り調査のデータは，舞踏家 (7 人) とのインタビューである (表 1 参照)。イン

フォーマントは土方に弟子入りし，上演に励みつつ舞踏を身につけた。その内，正朔は他のイ

ンフォーマントより若く，土方の晩年にあたる 1984〜86 年にアスベスト館に通っていた。全

員が現在も舞踏の活動を続けている。つまり，インフォーマントは，何十年間にもわたって

「舞踏とは何か」を日々追求してきたのである。それはまた肉体について熟考することでも

あった。かれらの思想から，現代社会における肉体としての生き方，肉体による個人の生かし

方を明らかにし，人間の肉体的在り方とその政治性を考察する。

本稿の構成は以下の通りである。第 1章では舞踏を紹介し，舞踏における肉体論を述べる。
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表 1 インフォーマント一覧

舞踏家 生年 性別 所属 在籍期間

小林嵯峨 1946 女性 アスベスト館 1969〜75

室伏鴻 1947 男性
アスベスト館

大駱駝艦2)

1969〜71

1972〜76

ビショップ山田 1948 男性
アスベスト館

大駱駝艦

1969〜71

1972〜74

和栗由紀夫 1952 男性 アスベスト館 1972〜80

境野ひろみ
｢秘密」

(1950 年代か)
女性 アスベスト館 1974〜78

山本萌 1953 男性 アスベスト館 1974〜77

正朔 1956 男性
アスベスト館

白桃房3)

1984〜864)

1986〜96



第 2章では土方を中心とした共同生活を説明し，そこで培われた肉体への意識について述べる。

第 3章では，インフォーマントが考える肉体について検討し，とくに肉体の物体性，支配不可

能性，多義的な在り方に焦点を当てる。第 4 章ではインフォーマントの弟子入り過程と両親の

反応を明らかにすることによって，個々人の諸状況と弟子入りに対する社会的意味合いを考察

する。第 5章ではインフォーマントが語る時代背景を提示し，当時の社会とインフォーマント

が置かれていた社会的位置が，いかにかれらの肉体への意識を促したのかを論じる。最後に日

常実践を通しての肉体の可能性の追求を明らかにすることによって，いわゆる身体表現の可能

性を考察する。

1 舞踏の誕生と肉体

本稿の目的は既述のように，舞踏家による日常実践を通じての肉体への模索を明らかにする

ことである。その前に，舞踏の誕生と肉体についての思想を説明する必要がある。

1-1 舞踏の誕生

戦後日本では西洋のダンスが流行する中，土方巽は秋田の地元でモダン・ダンスを習い

1952 年に上京した。1959 年の日本現代舞踊協会で，土方は三島由紀夫の作品にタイトルを借

りた「禁色」という舞踊作品を演出し，大野義人と共に出演した。この作品は最小限の照明と

音響を使用し，男色と暴力を強調したものである。そのため，現代舞踊協会から痛烈な批判を

浴びた。土方や他の前衛的舞踊家たちはこの協会を保守的と見なし脱退した。この脱退を機に，

土方は現代舞踊の世界を脱し，他分野の芸術家との共同制作を通じて舞踏を実現した［國吉

2002］。土方は 1960 年代前半に暗黒舞踏と名乗り，その後自らの活動を「舞踏」としたことに

よって他の舞踊との相違を計った［稲田 2008］。

土方の元弟子，和栗由起夫は「僕が土方さんと会っていた時は舞踏という言葉をあまり使わ

ないよ」と述べている (聞き取り 2012 年 12 月

08日)。稽古場での動きは 9割方「踊り」とい

う言葉で表されていた。

和栗は，土方が意識的に「踊り」「ダンス」

「舞踏」という言葉を使い分け，自身のパ

フォーマンスを「舞踏」と称していた理由の

一つは，外部の舞踊制度，特に現代舞踊との

区別をつけるためだったと述べた。また，「舞

踊でも，舞踏でもなくて，暗黒ということが
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図 1 《「疱瘡譚」の土方巽》 撮影：小野塚誠



メインだったけど」とも言い，「60 年代後半までは主に

『暗黒舞踊』で，舞踏に変えたのはいつだか，はっきりし

ていないんだけど」とその経緯について語っている5)。

｢暗黒舞踏」の「暗黒」とは何なのか。土方はこのよう

に聞かれても明確に定義しなかった。例えば，1972 年の

インタビューにおいて，土方は「どういった所以から，

そう〔「暗黒舞踏家」と〕よばれるようになったのです

か？」と聞かれると，説明せずに「そうねえ，僕は，光

より闇の方が好きなもんでね。闇だまりとか……。あん

まり，まぶしいところがいやなんです」と答えた［The

Other Magazine 1972］。また，講義で観客に「暗黒とは何

か」と聞かれた時，土方は「暗黒とはね，アンコクウ=

あんこ食う，なのですよ」と言ったそうである。他に，

「つまり，押し入れの中でね，あんころ餅を食うような，そういうふかふかした闇，それが暗

黒なのですよ」と答えた時もあった (小林 1990)。「暗黒とは何か」という問いに皆が期待する

ような哲学的な回答を土方が説明することはなかったのである。

元弟子小林嵯峨は「暗黒とは何か」という質問自体に呆れたと書いている。「暗黒は，自然

現象の中にもあるし，人の生き様にもあるものなのに……おのれに，暗黒を囲っている自覚が

あれば，決して出されなかった質問ではなかったろうか」［小林 1990 : 69］。暗黒すなわち闇

は人間にとって普遍的であるがゆえに，その質問を発した者は自分で考えることができるはず

であるということである。しかしながら，その答えは合理的で簡潔な定義によって収まること

ができないものでもある。

土方の晩年にあたる 1984〜86 年に，アスベスト館に通っていた元弟子，正朔は土方に可愛

がられ，様々な貴重な話を聞かされていた。その一つは，次に引用する「暗黒」の解説である。

光と闇の問題ですけど，「光は闇という母親の背中から生れてきた」と先生は言われてい

ました，光がいっぱいに光っていたら，闇が生れても何も見えませんし，光すら見えない。

でも闇の中に光が一点蛍の様に光ったらその誕生が見えますよね。闇に抱かれすがる様に

滲む様に吊られる様になど様々に光がその姿を現し出でる事が出来る。「光は闇という母

親の背中から生れてきた，なのにいかがわしい光が闇を追い出す，その光を追い出さなけ

ればならない，震えている闇をそっと抱いてやりなさい，それは死ぬという事，誕生とか

死を隔離する事によって生が青ざめてきている，弱ってきている。光とは現在であれば情

報の事でもあるんですよ，今は情報に対する期待ばっかりが増えている。死と生，光と闇
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図 2 《「すさめ玉」の土方巽と小

林嵯峨》 撮影：小野塚誠



などを区分けしてはいけない，それらの融合へと向かう。」 (聞き取り 2012 年 09 月 27 日)

闇と光との明白な相違点は，生み出す力の有無である。正朔は闇を「生命が生み出される畑

なわけよ。……母なる大地なわけよ。闇という，暗黒」とし，熱く語っていた。全てを生み出

す闇に対し，「光は全てを席巻してしまう。何も生み出せない」と述べた。舞踏は暗黒すなわ

ち闇を重視することによって，表現や創造でなく，誕生そのものに接近しようとしたのである。

具体的に，闇と光とは何であろうか。現在の光は「情報」や「知性の問題」だと述べている

が，光の現れは時代によって変わると推察できる。正朔は，「闇」とは何かを具体的に論じて

いないが，3章で述べられている「状態」は「闇」でもあると考えられる。すなわちそれは，

社会的属性の条件を満たせない肉体のいかがわしさや，人間が本来もっている不潔とされてい

るもの，または社会のまともな成員として承認されえない者などである。「暗黒」と呼称する

ことは近代の情報社会に排除される「闇」を無条件に肯定することだった。ただし，光の現れ

が時代によって異なってくるとすれば，「暗黒」の意味も時代や状況に応じて変わっていくと

考えられる。「暗黒舞踏」あるいは「舞踏」という呼称は，明示的な定義を避け，他の表現活

動の固定概念に囚われることを否定する意味合いがあった。こうして，「舞踏」を生み出す空

隙が設けられた。

1960 年代初期，土方がモダン・ダンスの枠に収まらなかったのと同様に，多くの芸術家た

ちが反芸術あるいは非芸術を提唱し，従来のジャンルの枠を破壊する先駆的作品を創造してい

た。かれらは絵画からインスタレーションや，オブジェ，パフォーマンスへというような展開

過程で，自分自身をオブジェ化したり，作品の一つとしてパフォーマンスしたりもしていくこ

とで，芸術に自分の肉体を持ち込んだ。このようなパフォーマンスの一環として，土方は鏝で

他の芸術家の胸を焼き，マスメディアに取り上げられた。この時代の作品には，祝祭，混沌，

スキャンダルというモチーフが見られた。そして，土方は他分野の芸術家との交流を通じて

シュルレアリスムやエロティシズムなどの要素を肉体で表現したり置き換えたり，肉体そのも

のをオブジェ化したりした［市川 1986］。

1-2 舞踏における肉体

上記のように肉体を重視すると，肉体と身体との概念上の違い，更に体という言葉の使い方

が重要になる。土方の下で長く弟子入りしていた和栗由起夫は，舞踏における体，身体，肉体

を次のように定義している。

体と言うのは，空っぽが立っているという意味だから，あるバッサル，エンプティ・バッ

サル。ということは〔そこに〕スピリットが入ってくる。ポゼッションされる器ですよね。
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身体って言った場合にはこれはコネクションなわけで，コンピューターですよね。色んな

情報が入ってくる……肉体と言った場合には非常に個人的なものであって，これは外部と

内部を遮断する，こっから内が内部で，こっから外が外部。非常に物質的なもの。

(聞き取り 2012 年 12 月 08日)

肉体，身体，体という言葉には 3つの取り組み方が示唆されており，それらの意味の差が意

識され，使い分けがなされている。

舞踏は体を空っぽな器にし［三上 1993］，この社会によって規制された身体を拒否し，現代

社会の中の生き方に対して抵抗するので，「肉体の叛乱｣6)として考えられる［Baird 2012，稲

田 2008，Centonze 2009］。

舞踏における肉体論を研究してきたカティア・チェントンツェは肉体を身体に反するものと

して位置づけている。身体とは「社会によって形成された体であり，共同体の価値観および社

会的範疇を包囲する組織的な体である」［Centonze 2009 : 170］。これに対し，肉体は有機的で

徹底的に支配され得ない性質を持つ。これは社会規範への挑発を具体化したものである。言い

換えると，この肉体は社会に決めつけられる「体」への条件を十分に満たせない。この肉体は

生理，本能，衝動等によって絶えず変化している。そして，肉体は (肉の) 生物なので，不断

なく変容し劣化していく。肉体は支配不可能なため，無限の可能性を宿し7)，更に体系および

秩序に対してアナーキーと混沌を現す。それは前−言説的 pre-discursiveである。従って，舞

踏家たちはモダン・ダンスやバレエのような身体を鍛錬する舞台芸術を拒否し，身体的限界ま

で稽古し肉体の可能性を求めたとチェントンツェは述べている。

チェントンツェによれば，舞踏は踊らなくても良く，むしろ踊らない方が良いとされている

という。この踊らないという立場は表現しないという意味でもあり，古典や現代舞踊の批判で

ある。舞踏は「アンチ・ダンス」と言われ，30分「立っているだけ」の作品もある。これに

関してなぜ動かなくても観客と相互作用できる舞台作品が成立するのかを次のように説明して

いる。

表現しないことが表現になっているんです。で，なにもしてないその人を，やっぱり見てし

まう。そしてそれから，体から風景が見えてくる。 ［「舞踏の魅力」2010 年 08月 18日］

表現しないことが，どのようにすれば表現になるのかという問いかけは，肉体の謎の始まり

だと考えられる。表現を拒むことは肉体に向き合うためであった。それは言説的身体を遮断し，

前−言説的である肉体だからこそ，舞台上で「風景が見えてくる」という効果が生じる。それ

は「表現する」すなわち意味を伝えることではなく，出演者の存在が伝わる，または出演者と
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鑑賞者の共に生きる経験が肉体から生じることである。この効果を踏まえて本研究では舞踏家

たちが，この肉体に肉薄できた経緯を検討する。

1-3 舞踏研究

1980 年代まで舞踏に関する執筆はエッセーや評論に限られていたが，80 年代以降本格的な

舞踏研究がなされてきている。ここでその代表的な研究と本研究の位置づけを示す。

まず，舞踏家並びに舞踊学者の三上賀代 (1993) は，初めて舞踏を経験した視点から，当事

者としての体，日常の環境及び行動との関係が舞踏の方法論に不可欠であると論じた。三上に

よると，土方巽の弟子たちは自分を犠牲にして舞踏に捧げ，社会的個人的自己を捨て，日常生

活においても一般的社会システムから外れる必要があったそうである。舞踏を会得するため，

集団で「攪乱」と「分裂」を生きていた。ここまで忠誠を誓う覚悟，または「心構え」は舞踏

の「不可視の技法」であり基本であった。つまり，すべてを舞踏に捧げることは第一歩であり，

日常生活として実践された［三上 1993 : 79-82］。しかし，上記の説明は著者一人の経験に基

づいているので，他の弟子たちの経験と考えを検討する必要がある。そして，その日常生活へ

の考察は 231頁の書物のうち 5頁のみで，より深く考察するべきである。

栗原 (1998)，稲田 (2008)，ベアード (2012) は，舞台作品を中心に土方巽と暗黒舞踏を包括

的に取り上げた。その中では，元構成員の視点からの日常生活の分析は明瞭な論点として扱わ

れていないが，本稿の議論に関わる記述のみを紹介する。

栗原は舞踏集団の生活形態を主に宗教集団 (cult) に例え，古典芸能の徒弟制度との共通点

に少々触れている。この取り組み方に対し，稲田は舞踏集団の形態を内弟子制度として位置づ

け，舞踏集団が極端に走るとカルトになると論じている。稲田は次のように土方の内弟子制度

を考察している。「土方は稽古，言葉，生活で追い詰めることによって自我や主体，表現する

意思を捨てざるを得ない状況まで追い込んだ」［稲田 2008 : 452］。

稲田とベアードは，舞踏の技法における，肉体と一般社会の相互関係について論じている。

稲田は，舞踏による体の変容は身体の解体と非統合性であり，自己否定と近代社会の一般的日

常への挑発だと論じている。同様に，ベアードは，この舞踏技法から得た能力であるトランス

フォーメションには社会制度に対して反乱するという目的があり，それは社会制度によってい

かに制限されているかを理解しようとする行為でもあると論じている［Baird 2012 : 136]8)。

肉体への関心は，舞踏家の活動が舞台だけに限っていることを意味しない。むしろ，日常的

な実践の延長に舞台が位置し，そこでのパフォーマンスを極上のものにするために日常実践は

絶えざる修業の場となる。しかし，舞踏における日常生活は中心的対象として未だに研究され

ていない。既存の研究は主に作品や技法を取り上げ，生活形態については概略に留まる。従っ

て，生活形態にみられる実践とその共同性が舞踏の肉体とどのように関係しているのかはまだ
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明らかにされていない。本研究は舞踏家による日常実践を明白にし，そこで培われた肉体感を

示す。

2 土方巽との生活形態

本章では土方巽と弟子たちとの生活形態を明らかにし，それを舞踏の実践という観点から考

察する。土方巽は東京・目黒のアスベスト館という稽古場9)を活動拠点とし，そこは舞踏の本

拠地でもあった。土方の舞踏来歴は 1959〜1986 年に及ぶが，本研究は舞踏の最たる変容期と

されている 1969〜76 年10)の時期に焦点を当てる。

ここでは土方を中心に，弟子たちが舞踏を身につけていくという共同生活となった。本章で

は，まず生計の立て方や，暮らし，睡眠，食事等の生活形態を説明し，グループおよび個々人

の日常実践を明らかにする。そして，その生活を送ることによって形成された肉体への意識を

インフォーマントの視点から論じる。

2-1 稽古場での日々

共同生活という形態は舞踏に専念するためであった。日々，踊りの稽古，そして資金稼ぎで

あるキャバレー出演の繰り返しであった。その日々の結果でき上がった舞踏作品と稼いだ資金

によって，様々な劇場に加え，稽古場自体を劇場に改装し，そこで 1974〜1976 年まで定期的

に公演を行なっていた。すなわち舞踏は舞台上に留まらず，舞踏家たちが送った日常のあらゆ

る所にまで浸透していた。

｢舞踏することは生きることである。アスベスト館にいると一日中舞踏漬けになっている。

日常と非日常という区別がなくて，すべて混じってしまう。ご飯を食べることにも舞踏はあ

る」と小林は語った (聞き取り 2012 年 10 月 03 日)。つまり，かれらにとって舞踏は，身体表

現や思想としてのみでは説明し切れないものである。そして小林の言う「舞踏すること」とは，

日々の実践に染み込み，むしろ日々の実践そのものであった。

舞踏公演を制作・上演し，そして生活するための経費は，土方の弟子たちの資金稼ぎによっ

て支えられた。このため共同生活は，稽古だけでなく資金稼ぎのショー・ダンスの出演の繰り

返しであった。1969〜1970 年に参加していたビショップによると，そのスケジュールは以下

の通りであった。朝 8 時半起床，朝 10時稽古，昼間にショー・ダンスの準備，17時キャバ

レーや店に出勤，20時〜22時に 2〜3回ショー，朝 1時から 5時までアスベスト館で稽古，朝

6時就寝，これが毎日繰り返された。同じ時期を過ごした小林によると，公演が近くなると稽

古が朝 5〜6時まで延びたが，昼間に舞踏の稽古はしなかったという。

この日常を繰り返すということは，かなり身体的負担がかかってくることでもあった。「あ
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る程度マゾヒスティックな〔masochistic〕体育会系だからね。要素がないとね。しごかれる

のが好きみたいな」生活に耐えられた人たちだったと，和栗は語っている (聞き取り 2012 年

12 月 08日)。ビショップはこの生活を二年間過ごし，「単に心身ともに疲れ果てての結果と思

う。この時期のめまぐるしさは……一年が十年に感じられるほどの密度と忙しさであった」

［山田 1992 : 128］。

1974年以降，「明け方まで稽古して，後，皆は午前中寝ているわけです。午前中か午後まで

とか。午後皆自由時間みたいな感じです」と山本は述べた (聞き取り 2012 年 09 月 01 日)。ま

た，境野は稽古ばかりの生活を思い出し，寝ても起きても稽古だったと言った。

このスケジュールでの睡眠時間は当然少なかった。山本は大学に通うことができたが，学校

で仮眠をとることもあった。境野はしばしばキャバレーの楽屋で仮眠していた。

2-2 グループの食・住

食事も共同で質素であった。食事係であった小林は，1969 年当時の日記に「お粥に入れた

ニラが美味しかった」や「八百屋で頂戴してきた大根と白菜を食べた」等と書いている［小林

2005 : 30］。小林は近所の店から無料で材料をよくもらっていたので，「あそこの商店街で，私

たちは有名で，『あー土方さんの所の生徒だ』」と顔が知られていた (聞き取り 2012 年 10 月 3

日)。

山本の頃は，普通の食事とは決して言えなかったそうである。それはパンの耳や，揚げた小

麦粉の上にマヨネーズをかけたもの等だったからである。全員の食事の材料費は一日 500円し

か与えられなかった。境野はパンの耳と野菜クズで料理を作った。弟子たちの反応について

「皆もブーブー言ったりもしましたね。もうちょっと欲しい」と山本は笑いながら語ってくれ

た (聞き取り 2012 年 09 月 01 日)。

稽古場は 1階の高い蒲鉾型の天井のホールで，他に狭い台所とお手洗いがあった。弟子たち

は 2階に寝ていた。小林は次のように述べている。

だから，プライバシーなんて全然なしね。一日中ここにいる。キャバレーに行く時以外は

ずっとここにいて，遊びに行ったりさせてもらえない。 (聞き取り 2012 年 10 月 03 日)

小林はこう言ったが，苦痛に思っていたわけではない。しかも，他の二人の女性の舞踏家，

芦川羊子と仁村桃子と仲が良く，「一緒に 80歳まで踊りましょうね」などと言葉を交わしたこ

ともあったそうである (舞踏ワークショップ後の会話 2014年 05 月 09 日)。彼女らは「三人の娘」

と呼ばれ，よく一緒に舞台上で踊っていたが，お互いに密接な日常を送っていたからこそ，舞

台上の息が合っていたと考えられる。
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1974年にアスベスト館を劇場にするための改修工事が始まったが，弟子たちはまだ 2階に

寝泊りしていた。山本によると，かれらの使っていた部屋は 6〜8畳半の部屋と 4畳半の部屋

の 2部屋であった。山本は前者に寝泊りし，後者でポスターやチラシを制作していた。境野の

証言によると 1部屋は弟子 10 人ぐらいで利用されていたようで，以下のような状況であった。

布団なんてないから。皆，雑魚寝。フローリングの上に。ちゃんと寝たような記憶がない。

あと，稽古場で寝る人間もいたんじゃないかな。 (聞き取り 2012 年 09 月 28日)

境野は睡眠不足の日々であったが，先輩弟子である芦川羊子の踊りに強い憧れがあったため

耐えられた。また，弟子入り以前から土方を神格化していたとも言う。独立後も土方に連絡し

ていたそうで，現在も当時の舞踏精神を何より大事にし，ソロ公演の活動を続けている。

2-3 生活における舞踏実践

舞踏は自己が習得する舞踊形式ではなく，自己より肉体が主役になった動き方である。小林

によると，舞踏の実践では自己から肉体が「はぐれる」ので，自分の名前を忘れた時点で舞踏

が始まるそうである (舞踏ワークショップ 2014年 05 月 13 日)。そして，食事と掃除，つまり日

常実践において肉体と関わる中で舞踏を追求することになる。

小林は具体的に舞踏と生活との関係を表現しているので，以下に紹介したい。食べる量がわ

ずかだった理由は「内臓感覚は舞踏家にとって非常に大切な要素だと思うのでやはり飽食して

いたのでは駄目」ということであり，その内臓感覚は「筋肉，精神等ヒトのからだをガードし，

運動の機能を司る動物に固有の組織である“体壁感覚”に相対するものである」と書いている

［小林 1990 : 31］。そして，アスベスト館を雑巾がけで掃除する動きにも舞踏があるそうであ

る。

……四つん這いになって端から端までスゥーッと駆けていく。先生も一緒で，芦川さんと

三人スゥーッ，スゥーッと言ったり〔原文ママ〕来たり (私はこう書きながらその動きの中

に舞踏を探してしまいます)。 [小林 1990 : 31]

舞踏は「習う」ものではなく「身につける」「盗む」ものであると言える。掃除といった日

常的行為に参加することだけでも，舞踏を身につける機会である。その鍵は，師匠と他の踊り

手とが「一緒で」という共同性であると考える。

正朔はその 10 年後のアスベスト館を経験しているが，その時も生活と日常のモノが舞踏の

種であった。正朔によると，土方は「舞踏は舞台と生活を画期的に結びつけた」が，「舞踏は
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生活そのままでは無く，生活の謎を解く方法」だと述べ

たそうである［正朔 2014］。このように日常の物事を扱

うことは「舞踏の採集」だと言う。例えば，正朔は土方

の言葉を次のように思い出している。

踊りなんて何にでも習えるんです。自然の物を特に

こういう風に指で潰すと，ポロポロカサカサする物

が特に良いですね……

壁を撫でていると平面じゃない，毎日違うんです。

それをこうして擦っていると何故かアーンと泣いて

しまうんですね，摩擦によって感情が発生するんで

す，壁をずーっと撫でながら泣いている人がいるん

です。 ［正朔 2014年 06 月 28日］

つまり，日常の物と触れ合う中で舞踏を採集できると言うのである。特に，接触と皮膚感覚

を通して「自然の物」や「壁」等の物の性質によって，踊りや感情が生まれてくる。ここで，

その性質が擬音語という言語や摩擦という体感になり，自らの声や感覚を通して体に伝わって

くる。従って，その性質を体の知識にすると言える。そして，体や動きの質感の幅が広ければ

広い程，その人の踊りが豊かになってくると考える。

他に，日常の行為において，正朔は土方の言葉を次のように書いている。

トイレでの採集は良い，たくさん出来る……

風呂に手間取る，半日かけて全身を洗えない，色々な採集が出来る，まるで何か大変な事

をしてしまった様に終わった後，階段を這いつくばるようにして帰る。

［正朔 2014年 06 月 28日］

この「採集」も「舞踏の採集」である。具体的にいかに何を採集しているのかは定かでない。

沐浴や小便・大便において，前者は体の外側と直接触れつつ触れられる，後者は物質的体の内

側を感じる機会であると考えられる。また，沐浴の際，「洗えない」ので体を完璧に清潔にで

きない。しようとすると，長時間かかるので，体が湯当たりして這いつくばってしまう。解説

できないが，沐浴やトイレの体感など，人によって違うであろう11)。

弟子入りする前に室伏は土方に教わりたいという願望をもっていたが，どう取り組めばいい

のか分からなかったという。「土方さんの踊りを見た後も，どういうふうに学んだらいいか分
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からないから，何でもやらしてくださいと言ったの」と室伏は述べた (聞き取り 2013 年 09 月

15 日)。しばらくして，後日土方は室伏を資金稼ぎであった映画撮影に行かせた。室伏は公演

の稽古だけでなく，資金稼ぎの上に，日常生活や飲み会の場でも土方の舞踏に触れることがで

きたと述べている。つまり，土方と共にその舞踏世界に没頭することが必要であったのである。

山本は土方の下で舞踏に専念することを「人さらい」をされたようであったと述べ，小林の

話からも「人さらい」の感覚が窺える。山本によると，土方は「人さらいにあった人が一番う

まくなるのだ」と言っていたそうである。「踊り手を育てるには，人にさらわれてこいと」い

うことである。この「人さらい」とは「昔の芸能」では弟子が子供の頃に奪われ，あるいは買

われ，そして師匠と共同生活を送りつつ芸を身につけたという話に由来する。同様に，アスベ

スト館の共同生活は舞踏を身につける，いわゆる踊りを盗むために有効であった (聞き取り

2012 年 09 月 01 日)。

キャバレーと稽古の繰り返しの中で「人さらい」されるからこそ，「肉体」が浮き彫りにさ

れていった。小林はキャバレー巡業を通して得た感覚を次のように述べた。

それは土方さんにキャバレーに行けと言われて…長いこと電車に乗って北海道とか九州と

か遠い所へ行く。その間に体がさらわれていくという感覚になる。私はそういう感覚を

持っていてよかったなと思うんです。 (聞き取り 2012 年 10 月 03 日)

ここで「体がさらわれていく」という点に注目したい。自分の意志でキャバレーに行くので

はなく，活動の資金を稼ぐために行く必要があったからキャバレー巡業に出かけるわけである。

何かによって行かされる，あるいは動かされるような気持ちであろう。そして，電車の中では

座ったまま動かずとも，到着地まで電車に運ばれていくわけである。ここで自己意志の喪失が

二重にある。肉体は状況，環境，モノとの中に埋め込まれていることによって，動いている，

すなわち生きているということである。

このように，インフォーマントは舞踏に専心している際，一般社会から外れた自己を忘れ

去った。公演制作と稽古場の維持のために自分が「さらわれた」と感じる程，グループの活動

に専念することができた。

この生活形態は舞踏の弟子たちの生活に束縛を与えることによって，個々人の肉体への意識

を培うものである。舞踏家は共同実践の中，社会性や自由な私生活を放棄した。つまり，舞踏

家という自己決定をしつつ，自ら進んで自己とその欲から離れた。舞踏に必死に専心する中で

自己を捨てる場合もあるが，盲目的に土方という権威に従うわけではなかった。この営みのた

めに能動的に肉体に肉薄する必要があった。小林の発言を考えると，それぞれの日々の行為に

おいて意識をより高めるように配慮する弟子もいた。しかし，配慮するかしないかは各自に任
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されていた。いずれにせよ，肉体労働であるキャバレー出演を繰り返しながらの質素で過酷な

生活形態は，肉体に意識が向かざるをえない状況を醸成した。更に睡眠不足で満たされない状

態だからこそ，肉体への意識が高まったと考えられる。

3 肉 体 感

舞踏家たちは肉体を土台にして，いかに舞踏作品を作り，そして生きてきたのか。ここでは，

社会の体に対する働きかけに対し，個人は肉体について，いかに取り組むのかを考察したい。

個々人が肉体にどのように特徴を見出したのか，どのように可能性を認めているのかを，舞踏

家の発言から窺うことができる。

3-1 運動の受動性

舞踏は振付家の言葉とそのイメージを受け入れ，それによって素直に動かされている状態を

目指す。この受動性は「自分が動くんじゃなくて，自分の意志とか，目的でドゥー〔英語の

“do”〕と動くんじゃなくて。何かによって運ばれていくというか，何かによって連れていか

れるとか。動かされる」ような状態である。受動的に「自分を置くというものから，きっと何

かが出てくるかもしれない」と，ビショップから説明を受けた (聞き取り 2013 年 10 月 13 日)。

つまり，舞踏は自分の意志からの動きではなく，むしろ受動的に動くものなのである。

舞踏はこれまでの舞踊のように，ある形式を真似して能動的にそれを繰り返すことではない。

従って，舞踏は基本的に現代舞踊，或はスポーツとは全く異なっている。ビショップは「モダ

ン・ダンス，バレエはドゥー〔英語の“do”〕でやるからね。カハハハハ。オリンピックと同

じもんじゃない？ と思います。無理して一生懸命やっている」と，舞踊とスポーツの近代主

義的な「より速く，より高く」という理念を笑った。和栗は，舞踊における道具としての体の

利用や何かの表現に対し，舞踏においては肉体そのものの提示が表現であると語っている。

このように土方の舞踏は，能動的な従来の舞踊を否定することから始まったと言える。和栗

はこれを「やろうとする」問題と呼び，土方がこの舞踊否定をどのように教えたのかを以下の

ように説明した。

アティチュード〔態度〕の問題だと思うんだよね。やろうと思っていることはすでに終

わっている。これ怖い言葉でね，よく先生に言われたんだけどさ。どうしてもやろうとし

ちゃうんだよね。やることが踊りだと思っているでしょう？「やるな！ 終わっている。」

やろうとすると，「やるな，終わっている」と言われるからさ。どうしていいのか分から

ないというのはよくありました。 (聞き取り 2012 年 12 月 08日)
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この稽古は，土方が踊っている個人の体を，個人が考えた通り動かすことを妨げる。この状

況では，合理的に考えて体を動かす余裕がなくなり，土方から得たイメージを受動的に受け止

めた結果として，素直な動きが生じてくることを目指していると考えられる。ビショップによ

ると，自分で体を動かすことは望ましくないという理由は，自分の意志で何かしようとすれば，

動きの中に本質的な変化が全くなくなるからであるという。この変化は本論 5-4で論じている

変容の基盤を成している。

ビショップは，舞踏は受動性を目指すものであり，そして受動的であることは人間の生き方

そのものでもあると述べた。

生まれてくる時さ，それは自分の意志じゃないわけですよ。たぶん。そういうことを考え

ないと，本当のことに当らないよ。社会の中の，むしろ，もっと受動的なものという捉え

方をしたほうがいいと思うよ。意外と人間の意志はたいしたことなくて，生まれて初めて

世界の空気を知るわけでしょう？ 全部外部なんですよ。それを全部受け入れる。

(聞き取り 2013 年 10 月 13 日)

小林の話では，生きていることの受動性が舞踏すなわち肉体の表現に繋がるという。誰でも，

日常的に自分の理性や意思と関係なく生きていき，死んでいく。この勝手な体の中に，潜んで

いる古代からの記憶や，生後体で学んだ知識が保存されている。踊りの場合，この記憶と知識

は資源となる。少し長くなるが，小林の話をそのまま引用する。

日常で色んなことがありますよね。そういう物に支配されている間に，自分の体が刻々と

生きていく。あなたが何を考えていようと刻々と生きているんだから。外にテーマを求め

なくたって，自分の体に下りていけば，踊りはいっぱいあるんだよって。だから，記憶に

繋がっていく所があるね。人間の体の中というのは，もの凄く記憶が詰まっているわけで

すから。ひょっとすると，何万年も前の記憶だってあるかも。大昔の日本人だって，どこ

から来たのか分からないんだし，そういう古い古い記憶が体の中に残っているかもしれな

い。そういう物を見て行けば，踊りは自然と出てくる。流行の物を見たり，思想の難しい

本を読んだりしなくても，体にきけばいい。 (聞き取り 2012 年 10 月 03 日)

これは肉体で思考することである。この受動性は，体に命令を下すこととは逆に，肉体の道

具化を諦め，肉体の不断ない変化と共に踊ることであると考えられる。肉体の非合理性と予測

不可能性，すなわち偶発性を認めたところで初めて発見と新しい可能性が生まれてくる。つま

り，近代主義が肉体の不安定で統御不可能である状態を「能無し」と否定的に判断するのに対
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し，舞踏は肉体そのものを表現し，その性質を肯定するのである。

ビショップによると「〔土方は〕よく存在の井戸を見ろと言っていたから，それをギャーっ

と掘っていたと思うんですよ」とのことである。これは，外部の刺激を受け入れることによっ

て，肉体から動きが沸き上がってくることを目指すべきだという意味である。このように，舞

踏は肉体における変容を求めるのである。

3-2 変容可能な肉体

ビショップによれば，土方は現実を非現実にし，自分の見え方を変化させることができたと

いう。

土方さんは稽古で，マジかと思うけど，今，こうやっていて〔体を細くして〕，あの，『壁

に』な，『本当に消える』とかな，言ってさ。言うんだよ。でも，そのように見えるんだ

よ！ それがすごいよ。 (聞き取り 2013 年 10 月 13 日)

このようなことを馬鹿馬鹿しいと認めながらも，大真面目に取り組むことが大事なのである。

ターン (回転) 普通やるよね。それをしないで，立っているだけでガーッと回っているよ

うに見せるとか。そういうことも一生懸命考えた。そういうアホくさという。そういうこ

とを真剣にやっていくのは大事だと思います。〔このため〕，僕らも技術的に色々やってい

ますけれども，つまり動きって神経なんですよ。だから，たえずそういう状態である。

(聞き取り 2013 年 10 月 13 日)

和栗も舞踏が「ある意味，状態なんだよね」と述べた。それは「その体の状態の中に踊りが

皆隠れている」からであるという。その例として，舞踏における，いくつかの身体的状態を次

のように説明した。

自分の体は幽霊として，霊体として薄くなって希薄になって，自分の体を空気が通過して

いるような状態で，神経を伸ばしていけば，自分の体が一キロ先まで伸びていくわけで

しょう。感知できるわけだよね。今，国分寺駅まで神経を伸ばしていると。そういう状態

なんだけど，伸ばしたくたって無理ですよね。 (聞き取り 2012 年 12 月 08日)

神経を一キロまで伸ばすこと等は実際にできないが，そうしようと真面目にしている際，固

定概念から一歩踏み出し，以前考えられなかった体の意識と知覚の仕方を発見し，それが動き
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に反映するのである。このように，素直に様々な状態になろうという試みは，体における固定

概念を揺るがし，肉体の可能性を拡大させる。

和栗の言う「状態」は神経の活動を重視することであると考える。肉体と言えば物質的モノ

という意味合いだが，肉体は固定物ではなく，絶えず運動し，変化しているのである。このよ

うな身体的状態で実在化される存在には，小林が述べた日常に隠れている「非在」も含まれる

と考える。

土方さんの造語があるんだけど。非在，不在ではないわけなんです。本当は，日常という

物はもろい物で，薄い幕をめくると，その下に隠れている物がいっぱい見えるはず。そう

いう存在が非在という物って意味だと思うんです。 (聞き取り 2012 年 10 月 03 日)

非在の例として小林は幽霊や胎児を挙げた。舞踏を踊る時，舞踏家は次から次へ，この「非

在」の存在に変容していくこともあると考えられる。このように，舞踏家は正常ではないと一

般的に思われているものを実現してみる。例えば，土方が女性の髪型を始めた頃，舞台上に留

まらず日常的にも，死亡した姉の体を自分の体の中に住まわせていると言っていた［土方

1969］。また，室伏は子供の頃に死体を見た強烈な印象があり，その死体はミイラの踊りとし

て室伏の生きている肉体によって現されている。そして，小林は生きている体で幽霊を，若い

体で老婆を踊りで繰り広げている。他にも，人間の体で動物の姿を具現化する舞踏もある。こ

れらは死体・老婆・動物を表現するものではなく，必死にそれに成るという試みである。

このように，舞踏の踊りは受動的に言葉とイメージを受け入れ，肉体で森羅万象のモノを具

現化することもある。「具現化する」または「なる」ということは前述した「体から風景が見

えてくる」［「舞踏の魅力」2010 年 08月 18日］という効果をもたらすと考える。それは，肉

体が舞踏を踊っている側ならびに鑑賞側の知覚の基盤だからである。つまり，舞踏家は肉体で

個々人の間に共有の経験を生成させていると考える。

3-3 母の肉体

小林は女性だから女性の論理で考えて踊っていると発言した (舞踏ワークショップ 2014年 05

月 09 日)。これは，出産や生理を経験する女性は，男性とは人生経験が異なっているからこそ，

特有の実感が伴っているためだと考えられる。

小林によれば，舞踏は「気持ち悪い」と言われているという。生命に満ちている，気持ち悪

いとされているものは人類に必要であると述べた。例えば，女性は生理の血，出産といった経

験ができる。
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一般的に気持ち悪い物を排除したがる。

それはだめだと思う。気持ち悪い物を排

除しようとする人はきっと精神に異常き

たすんじゃないかな。

(聞き取り 2012 年 10 月 03 日)

醜い物が排除されても，人間として生きて

いる限り避けられない。例えば，子宮を持ち

生理が定期的にくることで，自分の意思とは

関係なく月に一回程度，卵子の虐殺とその流

血を直接経験する。妊娠した場合，自分の意思や社会的規範と関係なく命が体内に宿る。

そして，小林は人類が母体で繋がっていると述べた。「ミトコンドリア，母系を辿っていく

とミトコンドリアになる。アフリカの 1 人の女性に行き着くんですって……それだったら，

やっぱり，皆共通の記憶を体の中に持っていて，出発点は同じ」(聞き取り 2012 年 10 月 03 日)。

人間の起源が同じであるがゆえに，誰でも共通の細胞的記憶を体に宿しているのである。

結果として自己を剝がされたとしても，人間は肉体であるからこそ現在の活動にも触れ，更

に経験してきた生命の広大なミステリーを生きていると考えられる。それは社会や自己よりも，

肉体に蓄積された物質は原初的だからである。おそらく，実際に肉体を掘り下げることは一人

ではできないのであろう。その模索には，土方のような指導者，アスベスト館という特殊な共

同的空間が必要だったと考えられる。

4 舞踏家たちの弟子入り

本章ではインフォーマントたちの置かれた状況と弟子入り過程を明らかにし，その社会的意

味合いを考察する。インフォーマント個々人は土方および舞踏との出会いによって人生が一変

し，舞踏家として独自の生活を送ることになった。それぞれが土方の稽古場にどのように辿り

着いたのか，そして住み着いたのかを述べる。これは，個々人のライフ・コースとグループ形

成を示すことになる。舞踏家になるという選択について世間がどのように思うのかは，それぞ

れの両親の反応に代表されていると考える。個々人にとって両親は社会そのものの象徴でもあ

る。そのため，両親の反応を述べることで，一般社会における土方への弟子入りの意味合いを

明らかにする。
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4-1 インフォーマントが経験した時代

大学紛争や小劇場運動，前衛芸術の興隆を背景に，若者の多くがアスベスト館に集まってき

た。

学園闘争の嵐が吹き荒れていた大学をドロップ・アウトしてやってきた学生，演劇や美術

から転向してきた人など若者たちが常に何人か寄宿していて，ざわざわと寄せては返す波

のようにいつもそれが入れ替わっていた。 ［小林 2005 : 72］

弟子たちは既に長期間アスベスト館に住み込んでおり，学園闘争に直接関係していた者はい

なかったが，影響がないわけではなかった。例えば学園闘争により大学では授業がなかった。

室伏は，「学校の方が学生に来るな，ロック・アウトされた。普通だったら卒業の年齢だけど，

まだ授業がなかったですね。だから，学生はやることがなかった」と述べている (聞き取り 2013

年 09 月 15 日)。若者たちは他の道を探し出すしかなく，その中のひとつが舞踏だったと言える。

そして，当時は高度経済成長期であったから，将来に不安をあまり感じないままに生活でき

た。山本は「僕の時代は 3万や 4万円あれば生活ができた時代ですから」と説明した。また，

アスベスト館から独立して活動を続けることに対して，不安を感じたかという質問に対し，山

本は「それ (不安) はなかったですね」と答えている (聞き取り 2013 年 09 月 13 日)。

このように，時代や経済発展という背景があったからこそ，インフォーマントたちは舞踏の

道を歩み始められたと言える。

4-2 弟子入り

1964年頃からアスベスト館に集まった若者たちと土方との間に，弟子と師匠という関係が

結ばれた。弟子たちが寄宿し始め，踊りとともに土方との日常生活に専念した。特に 1969 年

頃から若い弟子たちは舞踏の稽古，そしてキャバレーでの資金稼ぎに没頭した。

弟子たちは様々な背景を持つ。本稿で取り上げるインフォーマントの内 3 人 (和栗由起夫，

山本萌，境野ひろみ) が演劇への興味から土方を知り，1 人 (室伏鴻) がアヴァンギャルド芸術

の繋がりから公演を鑑賞し，1 人 (ビッショップ山田) は土方の文章を読んで興味を抱き，1 人

(小林嵯峨) はモダン・ダンスに飽きて土方の稽古場を探し出した。全員がアスベスト館を訪ね，

土方または既に弟子入りしていた芦川羊子と短い会話を交わした後，すぐに稽古や資金稼ぎの

活動に加わった。

住み込むようになった経緯は一人一人違っていた。例えば，1969 年に小林嵯峨が初めて土

方を訪ねた時に「明日から来い」と言われ，翌日最低限の所持品を持って引っ越した。1972

年に和栗由紀夫が初めて来館した時，一週間後の公演の出演に誘われた。その公演終了後，家
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出してアスベスト館に住み始めた。1974年，山本萌はしばらく自分のアパートから稽古場に

通っていた。住み込んでいた弟子たちの方が稽古の数が多く，成長が早いのに気づいて，山本

は住み込みを決意し，自らの意思で引っ越した。

これに対し，境野ひろみは自分のアパートから稽古に通っていたが，キャバレー巡業で留守

をしていた時に，他の弟子たちによって自分の持ち物がアスベスト館へ運ばれていた。土方に

事情を尋ねると，「境野，お前今日からここだからな」と言われた。境野はこれを容認し，住

み込み始めた。境野は筆者に対して，「私たちの時代は，『あー，そうか』と納得してしまう感

じ。元から皆集団で，生活しているというのは聞いていたけれども」と述べている。

当時は劇団や舞踊団での共同生活形態は多々あったが，弟子の了解を得ず荷物すべてが稽古

場に移されていたという事例は珍しいだろう。この事例については，弟子たちそれぞれの経緯

が異なること，それぞれの性格も異なっていたことを念頭に置きたい。境野という人間でな

かったら，その経緯を辿らなかったと考えられる。次の言説により，境野の人格について，更

に理解できるだろう。境野は当時を振り返り，キャバレー巡業で真冬の北海道に行った時，

ジャケットやセーターすら持って行くことを忘れたと笑って言った。当時の境野は野良猫のよ

うな，迷子の若者であったと窺える。強制的に共同生活に入ったというよりも，居場所を与え

られたという印象を受けた。そして，土方が作品を上演しない期間に入り，活動はキャバレー

巡業のみになってから，境野は自由に退団できた。

聞き取り調査によると，1969 年のアスベスト館には，玉野黄市と芦川羊子の二人が住み込

んでいたが，1970 年代後半には 12 人程度に増えた。弟子の多くが 19歳から 23歳で弟子入り

している。農業大学に通い卒業した山本以外は，高卒かまたは大学を中退していた。そして，

弟子入りには形式的な手続きがなかった。土方は引っ越してきたいという人を拒まず，退団も

自由にさせた。この状況の理由を簡潔に説明するならば，当時，土方の舞台や言葉がかれらに

とって衝撃的であり，多くの若者たちが土方に会いたがったためである。

4-3 両親の反応

ほとんどの場合は，両親は弟子入りを承認しなかった。「普通だと，『家の娘を返せ』になっ

ちゃうけど。そういう電話が何本もあった」と和栗は述べている (聞き取り 2012 年 12 月 08

日)。男性は家や家業を継承するという親の期待があったので，弟子入りが認められないこと

が多かった。例えば，山本は親の側の農家を継いでくれるという期待もあったが，一生舞踏に

打ち込むと決心していた。

一方，和栗は右翼の父親が「由紀夫は徴兵に取られて，戦争に行ってんの」と対応したと

語っていた。具体的に「認めたくないけれど，ある日本人の諦観だよね。でも，戦争に行って

頑張っているんだから，応援する」ということだろう，と父親の気持ちを推測した (聞き取り
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2012 年 12 月 08日)。また，小林の両親は特に反対せず，公演を見に来てくれた。

土方は弟子のために，両親に応対した。「娘を返せ」と言った父親に，土方は「あなたは自

分の娘をそんなに信用できないのか？」と言い納得させた。和栗の「徴兵に取られた」ように

思っていた父親に対して，土方は「お前の父親は素晴らしい」と感激したそうである (聞き取

り 2012 年 12 月 08日)。

弟子入り前，インフォーマントのほとんどは一般的家庭に育っており，芸術と何らかの関係

を持ち，人生の道を探していた若者であった。弟子入りの時点ですぐに舞踏家になると選択し

たわけではないが，土方の下で舞踏をしていくことによって一生舞踏家の道を歩むと決心し，

大学卒業，一般的職業および家庭，つまり一般的ライフ・コースを放棄することになった。両

親の反応から窺えるように，この放棄は社会からの逸脱であると思われた。しかし，何かへの

必死な専念 (和栗) と受け止めたり，芸術の活動として認めたりする (小林) 両親のような承

認の仕方もあった。

5 舞踏家たちと社会

インフォーマントの個人的背景に加えて，当時の社会的かつ時代的流れを切り離しては，そ

の日常実践と肉体的感覚を考察できないと考える。舞踏家たちの日々は主に稽古場と舞台で送

られ，その舞台とは舞踏公演ならびにキャバレー・ショー12)であった。キャバレー出演を通し

て資金稼ぎをし13)，二次的に弟子たちを踊り手として洗練させた。従って，外部の社会と関わ

る場合はほとんど，キャバレー芸人としてであった。インフォーマントの視点から，当時の社

会とかれらの社会的地位について考察することで，それがかれらの肉体への意識をいかに促し

たのかを提示する。

5-1 舞踏家の社会的位置

舞踏家はキャバレー芸人や踊り手として社会の下層に位置していた。小林はキャバレーで働

く自分と他の「踊り子さん」とは「最低の地位にいる人たち」と述べている (聞き取り 2012

年 10 月 3 日)。また，ビショップは当時の自分の社会的位置に関して，ダンサーや，キャバ

レー芸人，歌手，いずれにしてもゴミのように見られていたと語る。更に，室伏は舞踏家と

キャバレー芸人は社会から外れた経路を進み，社会のどこにも所属しない位置にいたと述べて

いる。

芸能をやっている人は。アートというのは，生産的な場所から少し外れたとこなんですよ。

(聞き取り 2013 年 09 月 15 日)
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そして，このような底辺の位置を共有する者の間に連帯感が生まれた。小林は，他のダン

サーたちとの関係を「宝」として印象深く語った。

踊り子さんたちは楽屋で裏も表もないわけですよ。皆，裸で，お化粧していて舞台に出て

いって裸で帰ってくる。……社会的な一番下の地位，そこまで行けばお互いに何も隠すこ

とはない。本当に余分なものを取り払った付き合いができた。素敵な人たちばかり。

(聞き取り 2012 年 10 月 03 日)

踊り子さんたちは事情があることもあり，お互いを励ましたり配慮したりしていた。和栗は

次のように述べている。

〔キャバレーの〕楽屋に戻ってくると，おねえさんたちが可愛がってくれるわけですよ。

新人だから。「おにいさん，大変ね，また夜，稽古なんでしょう？」とかってね。

(聞き取り 2012 年 12 月 08日)

境野は，キャバレーで自分はどのように受容されたのかを振り返った。

｢飯食っているのか」っておにぎりくれたり，ほとんどの間，(楽屋で) 寝ているじゃな

い？ そうすると，バンドさんに「起きろ」と起こされて，面白い時代だったね。

(聞き取り 2012 年 09 月 28日)

舞踏家は部外者によって，しばしばアングラという枠組みに入れられることがある。舞踏家

はアングラ演劇と関係を持ったが，自ら「アングラ」と名乗ることはほとんどなかった。ビ

ショップにアングラについて聞くと，その言葉はピンとこなかったようであった。「アングラ

だって，あれは何？ 週刊誌が作った言葉？ 別にアンダーグラウンドというあれじゃないで

しょう？」と逆に質問された (聞き取り 2013 年 10 月 13 日)。また，アングラがある種のス

テータスだったとして質問が挙げられた時，山本は「それでもアングラ仲間だね」と緩やかな

連帯を示唆した (聞き取り 2013 年 09 月 13 日)。

インフォーマントたちは，キャバレーのダンサーとは芸人として，アングラ演劇の活動家と

は前衛的表現者として，ある種の共属感覚を抱き，それぞれの緩やかなカテゴリーで，ある種

の共同体に入っていたと言えよう。個人的背景はそれぞれ異なっていても，その場でお互いを

分かち合い，偶発的に関係を作ったこともあった14)。
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5-2 ｢いかがわしさ」という視点から

室伏によれば，舞踏家の社会的位置，ショーという出し物，キャバレーという場，体のアン

ビバレンス (両義性) は，舞踏のいかがわしさと繋がっていたそうである。舞踏家とキャバ

レー芸人はどこにも所属しなかったため，いかがわしい存在であった。ショーのいかがわしさ

の例として，金粉ショーを挙げた。「金色に塗った仏像がワーッと動いていくわけ。誰も信じ

ないから，一体何やってんだって」とはいうものの，「体を金に塗れば，ありがたがられるっ

て，信じて出てくる。踊っている方もバカだし，見ている方もバカ」。キャバレーはお酒を飲

み騒ぐ「夜の祭り」であり，そしてヤクザ等に運営されたいかがわしい世界であると思われて

いた。そして，体のアンビバレンスとは，「男」と「女」に明確に分け得ない，いかがわしさ

を指す。人間は社会からジェンダー規範に沿って行動するよう期待されても，それら全てに従

属することはできないのである。

室伏は土方の時代を「体のいかがわしさ」とし，舞踏家は生活上と舞台上でそのいかがわし

さを生きていた。例えば，1960 年代後半から土方が髪型を「団子して，日本のおばあさんみ

たい」にし，両性性のいかがわしさを具現化していたと述べた。更に，舞踏の中のいかがわし

さを説明するため，舞踏家大野一雄15)について述べた。

大野一雄さんがそのアルヘンチーナ〔1977 年上演作品「ラ・アルヘンチーナ頌」〕で女に

なってみたりする。いかがわしいものは美しいじゃないの？ ある種の言葉でいうと，グロテ

スク。つまり，美しいんだけど，残酷というかな。そういうものが必ず絡まっている。

(聞き取り 2013 年 09 月 15 日)

これらは肉体と結びついている「いかがわしさ」である。キャバレーもアスベスト館も一般

社会規範からかけ離れた場所であったからこそ，一般的生活ではあり得ない肉体への意識が生

じた。規範に従わない肉体が，エンターテイメント性を発揮したり，従来の舞踊の理念を揺る

がしたりした。どちらにおいてもインフォーマントたちの肉体は，出演者としてステージを律

する神のような存在であると同時に，ステージの外では社会の最底辺に位置していた。かれら

はステージでのパフォーマンスを繰り返し行うことで，男性でもあり女性でもあり，あるいは

男性でも女性でもない肉体の探求に突き動かされていた。ジェンダーやセクシュアリティはあ

くまで社会の規範にすぎない。このため肉体のリアリティにこだわる舞踏は，そのような規範

に基づくアイデンティティが虚構であることを，はからずも明らかにしたのである。

舞踏家たちそのものの社会的位置ははっきりと定まっておらず，微妙でアンビバレントであ

り，いかがわしい者であった。いかがわしいというのは，社会や諸属性の外にいることではな

く，むしろ社会的属性や諸アイデンティティの中間に生きていることである。舞踏家がキャバ
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レー芸人としても日々活動し，そこで生成された肉体すらもいかがわしいものであった。この

肉体性は複数のジェンダーを身体化することができ，そして「醜い美しさ」あるいは「美しい

醜さ」等，社会的規範の矛盾を明らかにする身体性を表すことができる。そして，社会的属性

の中間的なものを身体化した。このいかがわしさは，体の物質的側面である肉体が，一つの属

性を十分満たすことができないという意味を持ち，複数の異なる属性や状態を経験できること

を示している。換言すると肉体が他の社会的存在に成りうることを示唆している。

舞踏家は社会の属性の間を行き来することによって，肉体の可能性を提示していると考える。

同時に，肉体は社会的規範だけでは把握され得ない。次章でインフォーマントは日々いかに肉

体に取り組み，いかにこれらの変容に行き着いたかを考察する。

5-3 60〜70年代の肉体的感覚

インフォーマントたちの肉体への感覚は当時の経験に基づいている。ここで，当時の状況に

よる肉体感を考察する。

ビショップは，自分の時代が土方の時代よりも肉体的感覚が薄まっていったと述べた。ビ

ショップの時代は「ベトナム戦争」「学生のデモとか，警察とバーとやりあったりさ。まあ，

ディスコ・クラブとかさ，LSD とかそういう馬鹿なこと」等に直面していた。そして，ビ

ショップの時代と違い，土方が 17歳で上京した当時に経験した東京には，飼い馴らされるこ

とのない肉体が満ち満ち，ヤクザ，肉体労働者，売春，ヒロポン等の麻薬の中毒者，浮浪者，

傷痍軍人，得体の知れない病人等を生で見た時，「肉体だらけみたい」だったはずだと推測し

た。「それ〔ベトナム戦争での死体〕を新聞紙上で見ていた，僕らは。土方さんはもっと生で

〔肉体を〕見ているわけでしょうかね。その差はさ，大きいですよ。新聞なんか。テレビで見

ているのは，自分と直接関係ないんですから。」(聞き取り 2013 年 10 月 13 日)16,17)

小林は，障害や病を抱えて社会の一番下に置かれている者の肉体性が舞踏には不可欠である

と述べている。小林は「白痴の少女，おし，びっこ，めくら，つんぼ，らい (やまいだれに頼)，

かたわ，こじき，これ，みんな土方さんから教わった踊り。これを体に根付かせてもらったお

陰で今も踊り続けることが出来る」と SNSに挙げている。そして，上記の肉体性は「流行り

の『マイノリティー』なんかじゃない」と明言している (SNS 2014年 2 月 9 日)。小林が挙げ

る「少数派」は，物質的体に偶発性と支配不可能性が満ちており，そのため現代社会において

は管理の対象になった。

60〜70 年代の若い弟子たちは混沌たる激動の時代に生きており，戦争や，デモ，麻薬常習

者などが身近に感じられ，肉体の存在が強く感じられた。病気や死を喚起する者は現在，すば

やく管理され隠されてしまうが，その当時はより身近な存在であった。かれらは，小林が言っ

たように，必然性があった上での少数派であり，肉体の可能性を示していた。そして，舞踏家
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はこの肉体の性質を肯定していった。

室伏の話では，個人がいわゆる五体満足な人間や常人にみえても，必ず逸脱している何かを

抱えて生きている。そのため，日常の社会的自己は統制されるものの，支配されることはない

という。

学校に行ったり，社会の中で有用なものとして，登録されていくというものから外れてい

く。外れているものと一緒に生きているにもかかわらず，そういうものに統制されていく

わけだ。コントロールされているというか，エデュケートされている。だけど，それから

外れてしまったものをいつも抱えながら，一緒に生きていて，そこが忘れられた闇のね

……分かんないですけど。分からない部分こそ，それを支えてたりする。

(聞き取り 2013 年 09 月 15 日)

日々，肉体を注意深く観察し，社会が隠蔽しようとするものを自分の中にあると認めていく。

だが，それを合理的に「分かる」ことができない。正朔の言った「闇」を再び提示すると，理

性を含む光によって闇が破壊される。理解できないことを認めると，舞踏家たちの言う「闇」

に触れられるだろう。

安定した日常生活を送っていると，避けられない死や暴力による肉体の危うさが忘れられが

ちだが，これらに直面したインフォーマントもいた。また，舞踏の中でそれを自分自身が肉体

に探し求めた者もいた。これは少数派の動き方の真似ではなく，肉体でその経験を具現化する。

つまり，少数派という他者の経験を自分の肉体を通して生きようとし，自己と他者を隔てる壁

そのものを溶解する試みである。その結果，舞踏は排除されてきた少数派，或は肉体の危うさ

を肯定することになる。室伏は支配不可能な肉体を必死に追求することが，社会へのレジスタ

ンスであると述べた。

上記の「肉体感」に合わせて考えると，舞台上の作品・日常生活においても舞踏は体を道具

にしない，意志を持って行動しようとしない在り方である。なぜなら肉体は目的を達成するた

めの単なる道具にされ得ない，もしくは自己を表現する道具に還元され得ないためである。肉

体は人間の生命および存在そのものである。肉体として生きることは受動的であれ，否定を肯

定し，抵抗する力をもっていることである。

6 お わ り に

本稿では，舞踏家たちの日々の実践を明らかにし，かれらの肉体感を示した。その考察の中

で，肉体としての在り方とその政治性が明らかになった。
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最後に，肉体論がいかに舞踏という身体表現になったのかを論じ，本稿が先行研究を補完し

今後の舞踏の研究と肉体論に貢献するものであるかを概括する。

第 1章では舞踏を紹介し，その肉体論を述べた。舞踏家は日常実践を通して徹底的に肉体を

模索してきた。本研究は初めてその日常実践と肉体感との関係に焦点を当てた。

第 2章は稽古場での生活形態を明らかにし，その形態によっていかに肉体への意識が培われ

たかを示した。その形態は師匠土方を中心にした共同生活で，公演や公演に向けての稽古と，

キャバレー出演の繰り返しであった。その生活形態が舞踏のためであり，日常の全てが舞踏そ

のものになっていた。そこでの質素な食事，睡眠不足，掃除や沐浴の仕方などが舞踏の模索，

あるいは肉体への肉薄になったと言える。このため，肉体への意識が共同生活によって高まり，

従ってその共同性がかれらの実践に不可欠だったと考える。

第 3章では，インフォーマントが考える肉体を検討し，特に肉体の物体性，支配不可能性，

多義的な在り方に焦点を当てた。流行の個人主義に対して，かれらは肉体の受動性と更にその

無能さを認めていった。社会は個々人の肉体を統合させるが，統制はなし得ないのである。誰

も自分の肉体を支配できないが，舞踏家は肉体を通して変容の経験を生み出した。この変容可

能という特徴は，肉体すなわち個々人の在り方が多義的だと示していると考える。本章で，室

伏の証言を取り上げ，肉体としての在り方を追求することは抵抗であると述べた。

第 4 章では，インフォーマントたちの置かれた状況と弟子入り過程を明らかにし，その社会

的意味合いを考察した。インフォーマントたちは土方や姉弟子，芦川に惹かれアスベスト館に

集まったが，その背景には学園闘争や高度経済成長などがあったことが分かった。この状況下，

弟子入り当時のインフォーマントたちは若く，人生において何をしたいのかを探していた。弟

子入り後，舞踏の道を歩むことは一般的生活コースから逸脱することであった。弟子たちは真

剣に舞踏を追求するがゆえに，かなり拘束力の強い共同体となった。しかし，栗原 (1998) が

宗教集団 (cult) のようだと述べたほどではなかった。それは，入団と退団が自由であり，弟

子たちは権威に服するというよりも，自分で考えるように促されていたからである。

第 5章では，当時の社会とかれらの社会的地位を提示し，いかにそれがかれらの肉体感を研

ぎ澄ましたのかを論じた。舞踏家はキャバレー芸人や踊り手として社会の下層に置かれており，

曖昧でいかがわしい社会的な存在であったことが分かった。そして，舞踏家たちはキャバレー

という別世界で働き，社会に隠蔽された者を考える中で，自らの肉体に目覚めた。肉体の無能

さは，実は社会によって支配されるのは不可能だということである。

このように舞踏は肉体の模索と密着している。その模索は環境にあるモノと出会い，その刺

激を以て肉体の「生」に触れることであった。このように肉体に肉薄するためには個人の行為

のみならず，共同性をもった日常実践の積み重ねが不可欠であった。このため，舞踏家たちは

一般的生活コースからはずれ，自らの生き方に踏み込み，そこから社会に排除された肉体を認
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めて肯定してきた。

その肉体論は言説に留まらず，肉体という形で舞台に上げ，鑑賞者に見せることによって，

舞台から客席へ身体間に表出できるものである。その鍵は人間の存在が体を基盤にしており，

人間同士の最たる共通点であると同時に，最たる多義性をもつものであることと考える。舞踏

は既存の舞踊に肉体論を提示したことによって，「革命｣18)と言えるほどの身体表現における

革新19)となった。

先行研究では舞踏の作品論および技法，あるいは土方巽の個人的な来歴と著述や言動に焦点

が当てられてきたが，肉体の模索であった日常実践の研究が欠如している。本稿は日常実践，

その中での肉体感に注目し考察したことにより，先行研究のこの部分を補うことができた。そ

して，日常実践を通じて舞踏家たちが，どのようにして自らの肉体を掘り下げその可能性を掴

んだのかを，本稿において初めて明らかにした。
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注

1 ) 京都を拠点としている舞踏家今貂子に師事した。同年から 2011 年まで，舞踏カンパニー今貂

子+綺羅座に入団しメンバーとして舞踏公演に出演していた。

2 ) 大駱駝艦は現在も活躍している舞踏集団である。1972 年，土方と直接関係のあった数人を中

心に創立された。

3 ) 正朔のプロフィールでは 1986 年以降の白桃房を「土方巽の死後，彼の技術を継承，発展させ

ようと結成された舞踏カンパニー」としている［正朔 2014］。舞踏家芦川羊子はカンパニーの中

心的存在であった。

4 ) インフォーマントの内，正朔のみ本研究が対象としている時期 (1969〜76 年) の舞踏を経験

していなかった。しかし正朔は，土方とのワークショップや会話に加え，芦川羊子などの指導の

下で，より変化を伴った形でかれらの舞踏を受け継いでいると考えられる。

5 ) 稲田は同様に述べている。「土方巽も初期には『舞踏』という言葉は使わず，『暗黒舞踊』『前

衛舞踊』と称していた。土方が自らの舞踊を『舞踏』と称し，海外でも『BUTOH』として認知

されるのは，遥か後になってからである」［稲田 2008 : 29-30］。

6 ) この表現は土方巽のソロ作品「土方巽と日本人――肉体の叛乱」のタイトルから引用された

ものである。
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7 ) 支配不可能な体は無限の可能性を宿しているというのは，チェントンツェの論点であるが，田

中雅一がアーサー・フランクのいう communicative bodies [Frank 1991 : 79］という概念に言及

して同様に論じている［田中 2006］。

8 ) 更にベアードにとって舞踏トレーニングは，社会に押し付けられた規則を超え，アクチュアリ

ティを探す“successive iterations of self-creation”すなわち自己創造の連続的反覆［Baird

2012 : 174］であると言う。

9 ) アスベストという名称はアスベスト貿易で成功した，元藤の父親に敬意を表したものであった。

元藤の希望に応えて，父親が 52 年に稽古場を提供した［元藤 1990，慶應義塾大学アート・セン

ター 2004 : 191］。

10) 1969〜1976 年にアスベスト館を拠点とした弟子たちは舞踏の第二派に当たるが，かれらは舞

踏の活発で最も変容した時期を経験している。弟子たちが住み込み，公演が定期的に行なわれ，

また舞踏の振付け技法が最も発展したのはこの時期である。ただし，正朔による発言は時代的に

遅れるが，この年代からの蓄積として取り上げた。

11) インフォーマントの証言を念頭に自分の経験に基づき考えると，トイレでの舞踏採集について

以下のように解釈できる。和式トイレの場合は，小林が言うように内臓感覚が大事とすれば，用

を足すときは内臓を意識するための良い機会になるであろう。当然ながら意図的に出そうとする

が，出しているそのことを完全に支配できず，体の偶発性も出てくる。体において意図と偶発と

の出会いを観察できる。また，トイレの場合は体を折って小さくし，腸をチューブのように絞る。

この際，体を物のように感じられる。また，私の来日前の経験であるモダン・ダンスやジャズ・

ダンス等の西洋のダンスではほとんど立ち姿や座り姿だったが，しゃがむ姿即ち中腰が全くな

かったように記憶している。従って，私にとって，しゃがんでいる姿，トイレの姿は膝を深く曲

げて体を小さくする形として美しくみえる。

12) ショーは 500〜600 人ぐらい入れる大劇場のようなキャバレーでも，小さなクラブでも行った。

都内でショー・ダンサーとして働くことも，一ヵ月間ぐらい地方でキャバレー巡業をすることも

あった。

13) 資金稼ぎには映画出演も含まれていたが，弟子たちによるショー・ダンスが第一次的方法で

あった。『温泉ポン引き女中』(監督：荒井美三雄，1969 年)，『江戸川乱歩全集 恐怖奇形人間』

(監督：石井輝男，1969 年)，1970 年の日本万国博覧会のために撮った『誕生』，そして『卑弥

呼』(監督：篠田正造，1974年) 等の映画に出演することによっても資金を稼いだが，本論文は

ショー・ダンスに焦点を当てる。

14) もちろん，舞踏家と芸人との間に葛藤があったり，良い関係を作れなかったり，経営者ともめ

たりすることもあっただろう。

15) 大野一雄 (1906-2010) は土方巽と共に初期暗黒舞踏を創造した伝説的な舞踏家である。

16) 現在は情報社会になり，肉体の感じ方が更に薄められていっているとも述べた。

17) ビショップは，時代背景として，思想，芸術，経済も激しく変わったと指摘した。「日本が敗

戦になって，自由思想がドンと入ってきたわけですよ。実存主義，なんだかかんだか，バッと。

日本は今まで軍国主義だったからさ，思想統制されたんですよ。」(聞き取り 2013 年 10 月 13

日)

18) チェントンツェは舞踏における肉体の追求と舞台作品を検討し，土方の舞踏そのものを革命と

している［研究発表 2014年 5月 21 日］。

19) 國吉は舞踏が 20世紀の舞踊史における革新であると述べている［國吉 2002］。
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要 旨

本稿の目的は，1960 年代年に土方巽が創始した暗黒舞踏 (以下舞踏) における身体・肉体の

位置づけと，土方を中心とする共同生活の意義を，土方の弟子たちからの聞き取り調査に基づ

いて考察することにある。それはまた，舞踏を追求する中で，その弟子たち，すなわち舞踏家

たちが日常実践を通じていかに自らの肉体を模索してきたのかを明らかにすることである。そ

して，その発言をもとに，肉体として生きることが，いかに人間の在り方を探究し，そして既

存概念へ抵抗することになるのかを考察する。

舞踏は日本で始められた前衛的パフォーマンスであり，舞踏家は舞踏を踊る人の呼称である。

舞踏は革命と言われているほど，舞踊の世界に衝撃を与えた。そして，舞踏家は一生舞踏を踊

る道を選ぶことで一般社会から外れていった。ここでは，肉体への重視が舞踏における芸術的

かつ社会的姿勢であり，これは日々の実践によって実現していると主張する。本研究は，舞踏

家 7人に聞き取り調査を行うとともに，それぞれの舞踏稽古の参与観察に基づいたものである。

キーワード：舞踏，肉体，身体，日常実践，共同生活

Summary

This paper examines an ideology of the physical body known as “nikutai” in the context of

Hijikata Tatsumiʼs Butoh and the significance of the collective lifestyle practiced under Hijikata.

This lifestyle emerged in the pursuit of Butoh, a daily practice in which Hijikataʼs apprentices

probed into the physicality of their own existences. This paper focuses on the experience of the

artist and discusses how the simple act of “being a physical body” can become an inquiry into the

nature of the human condition and even an act of resistance to the pre-existing social order. The

body has a latent political nature that cannot be denied.

Butoh is a form of avant-garde performance that began in 1960s Japan. These artists not

only made dance pieces that have come to be considered as revolutionary in dance history, but

their very decision to become Butoh artists placed them outside of mainstream society. This

paper asserts that their artistic and social stance was realized through their daily practice, which

focused on the physical nature of their bodies. This research is based on interviews with and

workshop participant-observation of 7 Butoh artists who were apprentices of Hijikata.

Keywords : Butoh, Nikutai, Body, Daily Practice, Collective Living
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