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MOKK LABO#2 廃墟

photo／ c  Ryouiki tansa Design

ダンス作品発表を条件に公演場所を無料提供、共同して場をつくる企画に手を挙げたのは、MOKKでした。

3つの小部屋に分かれた九段下テラス。この場所はダンス公演が最も使いにくいはず、と検証目的でダンサー募集企画を発表したのは07

年10月末。そのころ知人を通して知り合った舞踊評論家の乗越たかお氏からMOKKの紹介を受けることになる。

MOKKと初めて会ったのは10/25、その日見た一瞬の場所の印象でほぼ内容を決めていた、と公演を振り返って村本すみれさんは話す。

部屋の大きさと、シーンごとの部屋の移動時に扉をくぐり抜ける都合上、１回の定員１０人のツアー形式、１時間毎に１回約25分を１日

５回、２日間で計９回行うというハードなものとなったが、約100人のツアーに成功した。この作品でMOKKは、管理上の制限と場の不

利な条件を逆手にとり、想像を超える仕掛けをいくつも用意し、場所と居合わせた人の間に間違いなくドラマを生んだと私は思っている。

Direction&Choreography　村本すみれ

Dancer／広瀬梨江　畦地亜耶加　寺杣彩　登渡カッパ　村本すみれ

Staff ／影山雄一　加藤小百合　大畑豪次郎　上栗陽子

Cooperation ／YAMA COFFEE 　／領域探査デザイン

村本さま

(中略)「この場所でダンス！？」と信じがたい感じで捕らえている

人が多いと思いますので、ぜひとも成功させましょう。

ダンサーが人を引き連れて、建物の見所やディテールも同時に

見せることになる、面白い公演になると感じでいます。

領域探査デザイン　しんどう　／　　2007.11.21  20:11
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本番９回中１度として同じ出方をしない役者ぶり。夫婦漫才のよ

うな絶妙な掛け引きに、観客は笑いを押し殺す。尻に敷かれる男

性ダンサー、女性ダンサーを担ぎ上げてテラスへ。大音量で軽快

な音楽スタート。椅子2脚を使い、キレの良いペアダンスを披露。

その様子を観客は扉や窓越しに見るが、時々壁が邪魔をする。曲

のラストでダンサー達は落ち窪んだテラスから周辺全ての高層ビ

ルに向かって満面の笑みで大きく手を振りかざし存在をアピール

し、回転しながら今度は観客を巻き込んでいく。２人は掛け合い

を続けながら部屋に戻り、笑いの余韻を残して廊下へ消える。

④廊下／ダンサー5名　≒７分

二人を追って薄暗い廊下に出ると、厳粛な雰囲気に切り替わる。

白い風船を持った無表情なダンサーの列について、廊下が素通し

で見える場所へ。この廊下の両側には地上げ完成で閉鎖になった

扉がずっと連なっている。立入禁止の札が掛かった一番手前の扉

附近で、開けたい誘惑に駆られたダンサーとそれを阻止するダン

サーのスピード感ある駆け引きに息を詰める。「開きませんよ。

」ドアノブを力づくで開けようと試み、次の扉は、その次はと、

視線を奥へ誘う。それと交錯して白い風船を持つダンサーがゆっ

くりと白い靄で包むように、時には窓辺に佇み、闇に消え入りし

ながら、廊下の奥までずうっと小さく灯っていたキャンドルを、

手前から順にそっと吹き消していくと、いま見ていたことが急に

色を失って薄れていく。全員の姿が廊下から消えて居なくなる。

廊下の先の階段室に一旦捌け、奥の蛍光灯の下でご挨拶。

珈琲タイム    ≒15分

room-Cに再び誘導されると、珈琲の香りが部屋中に立ちこめてい

る。出張喫茶ヤマコーヒーは素敵な存在感で目の前でおいしい珈

琲を淹れてくれる。実はこれ寒さ対策、珈琲で暖まりながら部屋

を観賞し、歓談していただく時間。序盤room-Bに観客が移動する

ころ、ヤマコーヒーのセッティングは時間勝負で行われていた。

観客とすれ違わず音を立てず、いつの間にか準備ができている、

という具合に。「これで今回の上演は終了です。」また次回。

②room-B／ダンサー2名　≒4分

ピアノ曲が流れてくる。黒光りしたコンクリートの床に、イチョウ

の葉の黄色が映えて、かすかに落ち葉の匂いがする。死体発見現場

の白い人型のマーキング、ダンサーcがじっと横たわっている。傍

らに無表情に立ち尽くすダンサーa。おもむろに添い寝して、ダン

サーcの手にそっと自分の手のひらを重ね合せるダンサーa。愛す

る人をいとおしむ行為に見えてドキッとする。二人は交互に或いは

同時に壁にもたれ、床に倒れこみ、いきさつを見せる再現映像のよ

うに角度を変えて何度も見せてくる。やがて始末の行為へ向かうダ

ンサーa、黒手袋をきっちりはめ、ダンサーcと観客とを引き摺り

ながら次の部屋へ姿を消す。

①room-C／ダンサー2名　≒7分

1つだけ空いている扉に誘導されると、ほの暗い闇、机の上の小さ

なキャンドルがぽうっと灯る。その足元には、沈んでそこに溜まっ

た「気分」のように、脱げかかった靴下の足をぐずぐずするダンサ

ーa。静かなメゾソプラノの音楽が流れてくる。バタンと音がして

ダンサーbが荒々しく部屋に入ってきて椅子に座る。気持ちを落ち

着かせようと、じっと机に向かうがうまくいかない。足元に視線を

落とし、自分の中のもやもやを追い出すように、ダンサーaを乱暴

に外へ追い出す。再び机に向い意を決してマジックで何か書く。ふ

と手を止め、ぐしゃぐしゃに丸めては観客に放り投げる。「肉じゃ

がつくったよ」。彼女は寂しいんだ。誰かを待っているんだ。胸が

キュンとする。「キスして」のメモを手渡されて戸惑う観客。それ

に反応してダンスが始まる。「亀甲縛り」には皆で苦笑し、「タイ

プです」と手渡されれば隣人が照れ笑う。なんて可愛いんだろうと

恋しそうになっていると、「次の部屋に来て！」って。

③room-A＋terrace／ダンサー2名　≒6分

観客は自分の立ち位置に納得するのに少し時間が要る。ズッ、ズ

ッと収納の引戸が細く開き、指先だけが見えている。収納の前に

立つ観客の驚きぶりは笑いを誘い、再び引戸が閉まる。少しの間

してバーンと大きく戸が開き収納の下段から男性ダンサーがのそ

っと出てくる様が実に可笑しい。上の段からも女性ダンサーが。

メイキング段階から取材を兼ねて何度か立会った。MOKKが

演出上やりたいことに、管理上の制限を余儀なくされる場面も

あり、本番中も事故のないように厳しく見た。しかしながら廊

下のシーンでは正直圧倒された。「立入禁止」という制約その

ものを表現して見せ、完全に裏をかく素晴しい出来だった。

てい

管理目的を兼ね、観客の体で誘導係を仰せつかった私。本番全ての

回の観客となり、一連の作品を振付者よりも多く見ることになった

責任をもって、自ら記録を残すべきと感じた。これから綴る文章は

あくまでも私の解釈であり、MOKK村本すみれさんの意図したこ

とは私にはこう見えた、と読んでいただければ幸いである。→

領域探査
デザイン

中古スケルトン賃貸普及プロジェクト

2008.04.14

(C
)2

0
0

7
 R

yo
u

ik
i 
ta

n
s
a
 D

e
s
ig

n
 

企画⑤

text／ Shindo

08.04.07

企画運営／領域探査デザイン

目黒区目黒2-11-14 大鳥ビル53号　
tel／fax 03-6662-5350
shindo@ryooikitansa.com

検証結果報告-2
本番当日編

観る 移動躍る 照明 改造 水場寒さ音響 料金苦情

独自取材
　07.12.14-15

MOKK LABO#2
コンテンポラリーダンス×廃墟ツアー !

14h,15h,16h,17h,19h

2007.12.15(sat）　 2007.12.16(sun）
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photo1～6　振付風景

1･2、room-C／胸がキュンとする。

3･4、room-A／夫婦漫才のような絶妙な

     間の二人。

5、room-B／死体発見現場のマーキング

     がモチーフに。

6、terrace／周辺の高層ビルと交信する。

photo７～8

        　 　観客のつもりで見え方を確認。

7、room-A開口から夜のテラスを。

8、room-A窓越しに昼のテラスを。

photo9～11　各室照明仕込み風景。

 アクティングエリアの移動と

 観客の誘導（１回／1h）

１F階段室前で受付→３Fの主扉で

数分待合い。

→インカムをつけたスタッフ、扉を

   開け室内誘導、スタート。

→①room-C(≒7分)

→②room-B(≒4分)

　この間Cで珈琲スタンバイ

→③room-A+terrace(≒6分)

→④廊下(≒7分)→挨拶

　上演時間≒25分

→room-Cで珈琲サービス(≒15分)

　全工程≒40分

MOKK LABO#2 廃墟

photo／ c  Ryouiki tansa Design

10/25    九段下テラス初見学

11/7 　  構想・段取りについてメール交換開始

12/8　   19:30～22:00／ダンサー初見学

      9　   11:00～14:00／スタッフ+ダンサーリハ

     11    10:00～19:30／スタッフのみ、仕込み

     12     14:00～17:00／ダンサー（単独リハ）

     13     終日領域探査デザイン使用／某ネズミ取材

     14     11:00～19:00／シュミレーション

スケジュール
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独自取材
　07.12.8-11

検証結果報告-3
メイキング編

観る 移動躍る 照明 改造 水場寒さ音響 料金苦情

UP

DN

N

AC

room-A

room-B

room-C

terrace

廊下

アクティングエリア

観客順路

受発信関係

凡例

照明仕込み

観客エリア

音源（CDプレイヤー）

①

②③

④

待合

③'
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番外編／ネズミ出没

３件隣の米屋が解体されたのは、07年11月半ばだったと記憶している。収納内部がネズミにかじられている

と確信したのもこの頃だ。薬局で買ったネズミ捕りには全くかからず困り果て、穴を塞ぎ収納扉を閉めきり

にするしかないと思っていたら、MOKKは収納の中をパフォーマンスで使用したいという。収納内の荷物の

仮置き場として使用する階段室はさらにすごい勢いでかじられていた。公演前に何とかしなければ。

詳しい経緯は別の機会に書くとして、某テレビ取材のロケ地として提供することを条件に、ネズミ駆除業者

の無償協力を得られることになった。場所特有の理不尽さに泣きながら寝た次の日に降ってわいた出来事。

12/13ロケ当日、「いま公演の仕込み中で」と前置きして取材陣をご案内すると、「おおっ」と笑いを含む

声が上がった。死体発見現場のマーキング、「MOKKで使用します。気になさらないでください。大畑」と

貼紙が。取材は明方まで続き、取材費用の枠分で応急処置をして頂き、全て笑い話に変わったのだった。
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アンケート結果

回答　07.12.21

検証結果報告-4
アンケート／考察編

観る 移動躍る 照明 改造 水場寒さ音響 料金苦情

※1　トイレ(スタッフ用・女子)が思ったより使いやすかっ

　　　た。キレイ。しかし手洗器小さい。(す)

※2　水場が遠く、雑巾がけの苦労が増した。(す)

※3　一部、お客様に廃墟なのにキレイすぎ、と言われた

　　ことも。(す)

※4　本番は両日とも晴天。しかし日曜の寒さはひどかっ　

　　  たが、お客はさほど寒くなさそう。(す)

※5　男性トイレ不便。(豪)

※6　住めると思った。(豪)

※1　room-Bの床がキレイになってうれしい。

※2　テラスで大音量で音を放出していたのは、かなり気に

　　  なった。いつか苦情が来ると思ったが来なかった。

※3　room-Aの床板を静かに歩いて欲しいと思いながら勢

　　  いでいかないと抜けるんだろうと思った。

※4　廊下の待合部、寒さ対策で窓を塞いで正解だった。

※5　廊下のシーンは、共用部につき廊下の長さの半分まで

　　　の使用と強く言ったが、演出上、全長さハケで使用す

　　　ることになり相当ハラハラした。常識は超えていた。

※6　廊下の使用自体に苦情は出なかったが、使用により壁

　　  塗料が剥落しているとの通報により掃除した。

MOKK側 管理者側／領域探査デザイン (主に苦情の程度)(その他検証事項)

UP

DN

N

AC

A

B

C
Dterrace

△

ガス管が躍ってて
危なかった。(す)

床が本当に抜ける
かと思った。(す)

開かずの扉。
抜いてもらおうと思った

が、更に寒そうでやめた。

(す)

かすかに斜めで

まっすぐ座れない。
(す)

外側が柔らかな土
となり足を踏み外

しそうになった。

(す)

壁にもたれて踊り

ポロポロ落ちるものが。(す)

※80年の月日の分だけ

床の汚れがひどく、

雑巾が何枚も消費された。

根っころぶため、毎日が

雑巾がけ。(す)

※雑巾がけ。(す)

右端のブレーカーが
電源でした。(豪)

A・Cのドアの金具
を直した。(豪)

Aのドアの鍵を
直した。(豪)

ネズミ出没

収納下段床板の節穴に

ネズミ出没。床板外して

内部点検後、板材で隠蔽。
(領)

階段室上部扉のすき間
隠蔽。ネズミ対策(領) 脱落した窓塞ぐ。

隙間風とネズミ
対策(領)脱落した窓塞ぐ。

隙間風とネズミ対策

(領)

すき間風寒い。

外の音がかなり

強い。(す)

ドアノブ(全て)が扱いづらく、
1回で開けるのに練習した。

特にAとC。(す)

注釈(す)-村本すみれ

　　(豪)-大畑豪次郎

　　(領)-領域探査D

料金設定

MOKK　　  ¥66,000

管理者    　          ¥0
入場料￥1,000の満足度◎、収支により￥1,500が妥当、

推奨￥1,800。今回無料の場所代￥100,000を加算すると

￥2,200程度でいい線だと思われる。ご参考まで。(管理者)

MOKK　　  ¥65,589

[収 入]

管理者　　   ¥42,106

　計　　　　¥66,000 　計　       ¥107,695

(予算規模と入場料の考察)

[支 出]


