
東北は、日本の歴史・文化のなかで特別な位置をもっていました。地政学的にい
えば、「辺境」ということですが、かつては、蝦夷の住む「まつろわぬ」国とされ、
あるいは陸奥の名のように、文明の及ばぬ最果ての地ということでした。
柳田國男もまた、遠野物語に東北は「首都から遠く離れた神秘的で恐ろしい土地」
と語らせつつ、東北を常民文化の歴史に繰り込もうとしました。
こうして、東北は、「辺境」であることを強いられ、「神秘的で恐ろしい土地」の
イメージをかぶせられてきた歴史を背負ってきました。
今なお、そのことを引きずっているとすれば、東北の自然、東北の風土がその役
割を果たしていることも確かです。とりわけ、厳しい北の自然、冬の風雪の生活は、
東北を知らないものには、ネガティブな印象をもたらします。
しかし、芸術・文化における東北の先進性は誰もが認めるところです。舞台芸術
における寺山修司と土方巽、さらに遡れば、江口隆哉や石井漠など、革新的・創
造的で、しかも日本を超えて国際的な成果を上げた前衛芸術家を輩出しています。
しかし、2011 年 3 月の東北大震災とその後の状況は、東北に経済的に過重な負担
を与えているばかりか、精神的にも圧迫をもたらす「忌避すべき地」としての東
北のイメージを新たに生んでいます。一方で、東北人の精神性の高さは世界から
称揚され、破壊され汚染された地に向ける祈りの力も認められています。
日本で初めて行われる PSi 東北大会では、この輻輳した東北のイメージを出発点
としつつ、「身体性」「霊性」「巡礼」をキーワードに、世界から研究者やパフォーマー
を迎えます。日常と非日常、フィクションとリアルの境界を探り、政治的にも精
神的にも危機の時代にあって、なおパフォーマンスが有する力について国際的な
議論を展開します。

青森県立美術館、三内丸山遺跡、恐山ほか青森県内各所

ロケーション

日程・プログラム
総合テーマ「Beyond Contamination（けがれを超えて）」とは

寺山修司 (1935-1983) は青森の生み出した巨人でした。歌
人であり、詩人であり、ラジオや映画、テレビドラマの脚本
家であり、映画監督であり、コラムニストであり、評論家
で写真家で劇作家であり、劇団主催者で評論家だったので
す。そんな自分のことを、寺山は「職業・寺山修司」とう
そぶきました。彼の生きた証は、作品という名の様々な「か
けら」として残されています。そしてそれらのかけらの多くは、
彼の故郷である三沢に帰ってきて、三沢市寺山修司記念館
に収められているのです。
今回のカンファレンスでは、この巨人・寺山修司のアヴァン
ギャルド（前衛作家）としての顔に特に注目します。理性と
神秘という相反する個性を取り込み、作品に昇華したこの
作家を、故郷・青森がどのように育んだかということを世界
の研究者たちに問いかけます。

1928 年に現在の秋田市に生まれ、地元秋田でモダンダンス
を教える増村克子に師事。増村は戦前に東京で、青森県
出身の先駆的舞踊家である江口隆哉の高弟として活躍して
いました。1948 年に上京し、後に「舞踏」として世界に認
められる革新的なダンスを創始しました。1960 年代初めに
は、前衛芸術家とのコラボレーションのほか、寺山修司と
の演劇活動などで実験的・前衛的な舞台芸術を行い、三
島由紀夫や澁澤龍彦、瀧口修造らの熱狂的な支持を受け
て、アンダーグラウンド運動を牽引しました。また、1970
年代に入ると、故郷秋田の風土や民俗、身体や文化を取り
入れた作品を創造し、「東北回帰」と呼ばれる大きな転回
を見せました。西洋のダンスの概念や身体観をくつがえす
独自の思想や美学は、今日では高く評価され、そのダンス
は世界中でButohとして知られ広く実践されています。

寺山修司（てらやま・しゅうじ） 土方巽（ひじかた・たつみ）

PSi 東北大会は、公募研究発表を中心としたリサーチプログラム、東北の歴史と文化を学ぶスタディプログラム、参加者同士、
また参加者と地域を繋ぐ国際交流プログラムの 3 つのプログラムで構成されています。各プログラムの詳細については、ウラ面
をご覧下さい。

日時  　 　　プログラム      カテゴリ

2015 年 8 月 28 日（金） 　 恐山スタディ・ツアー     スタディプログラム

8 月 29 日（土） 　　開会式 
   　　基調講演：Marilyn Ivy, 森下隆    リサーチプログラム

   　　パフォーマンス：津軽三味線    スタディプログラム

   　　懇親会（Welcome Buffet）    国際交流プログラム

8 月 30 日（日） 　　縄文遺跡スタディ・ツアー    スタディプログラム

   　　基調講演：奥脇 嵩大（青森県立美術館）  リサーチプログラム

   　　研究発表       リサーチプログラム

   　　ワーキング・グループ     リサーチプログラム

   　　パフォーマンス：舞踏     スタディプログラム

8 月 31 日（月） 　　研究発表       リサーチプログラム

   　　舞踏ワークショップ／寺山修司上映会   スタディプログラム

   　　ワーキング・グループ     リサーチプログラム

   　　懇親会（Closing Party）     国際交流プログラム

9 月 1 日（火）  　　ワーキング・グループ報告    リサーチプログラム

   　　閉会式 



PSi 2015: FLUID STATES - Performances of UnKnowing

TOHOKU Conference

Beyond Contamination: 
Corporeality, Spirituality and Pilgrimage in Northern Japan

PSi 2015 FLUID STATES 東北大会

けがれを超えて：パフォーマンスと東北（身体・霊性・巡礼）

2015年 8月28日～9月1日　青森県立美術館

プログラム紹介

2015 年 8 月 28 日～9 月 1日、慶應義塾大学アート・センターと青森県立美術館は、PSi 2015 FLUID STATES 
東北大会「けがれを超えて：パフォーマンスと東北（身体・霊性・巡礼）」を開催します。
Performance Studies international（国際パフォーマンス学会）では、世界各地でカンファレンスを開催し、
多様な地域と文化を繋いでゆくプロジェクト「PSi 2015: FLUID STATES - Performances of UnKnowing」を
2015 年度に実施します。このカンファレンスは、この PSi プロジェクトの東アジアでの活動を担っており、また
日本で初めて開催されるPSiの大会です。

Performance Studies international; PSi（国際パフォーマンス学会）　http://www.psi-web.org/
PSi 2015: FLUID STATES - Performances of UnKnowing　http://www.�uidstates.org/

主催：慶應義塾大学アート・センター、青森県立美術館
共催：日本演劇学会（Japanese Society for Theatre Research）
後援：国立大学法人 青森公立大学、学校法人 青森田中学園、公益財団法人 青森観光コンベンション協会
運営：PSi 2015 TOHOKU 実行委員会
青森県立美術館、慶應義塾大学アート・センタ-（小菅隼人、森下隆、本間友、大谷理奈）、PSi 2015 TOHOKU Foreign 
Office（Peter Eckersall, Katherine Mezur, Rosa van Hensbergen）
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http://psi21.portfolio-butoh.jp/

リサーチプログラム
基調講演：招待講演として、近現代日本を専門領域とする民俗学者で、著作
「Discourses of the Vanishing: Modernity, Phantasm, Japan」で東北の文化・宗
教を深く考察した Marilyn Ivy（コロンビア大学准教授）が、恐山について講演し
ます。加えて、1970-80年代に土方巽の舞台制作に携わり、現在、慶應義塾大学アー
ト・センターで舞踏資料の調査・研究・公開に取り組む森下隆が、舞踏と東北の
関わりについて発表するほか、青森県立美術館からのレクチャーを予定しています。
研究発表：各回 2 名ずつの発表とディスカッションを行うパネルセッションを 8 回
開催します（発表者総数 16 名）。パネルセッションでの発表者は国内外から公募
します。
ワーキング・グループ：Corporeality, Performance, Place, Pilgrimage をそれぞれ
ディスカッション・テーマとして、1 グループ 2-30 名のワーキング・グループを開
催します。ワーキング・グループでは、グループメンバーからの短い発表に基づい
て討議を進めます。討議はカンファレンス参加者に公開され、カンファレンス最終
日に各ワーキンググループからの討議報告が行われます。

スタディプログラム
恐山スタディ・ツアー：青森の恐山は、日本で最も有名な巡礼地であり、生者と
死者の領域の中間にある場所と考えられてきました。青森における宗教、文化、
地理を紹介し、カンファレンスのコンセプトをより深く理解するために、カンファレ
ンスに先だって希望者を対象とした恐山スタディ・ツアーを実施します。
パフォーマンス：特に海外からの参加者に、東北地方に根ざしたパフォーマンスを
体験する機会を提供します。伝統的パフォーマンスとして津軽三味線の公演、前
衛的パフォーマンスとして舞踏公演を開催します。
舞踏ワークショップと寺山修司上映会：現代日本のパフォーマンスに大きな影響を
与えている寺山修司と土方巽の芸術をワークショップと上映会を通じて学びます。

国際交流プログラム
懇親会（Welcome Buffet, Closing Party）：参加者間のコミュニケーションを深
める懇親会を2回開催します。カンファレンスの締めくくりとなるClosing Partyは、
地域のみなさんにもご参加いただく、継続的な国際交流に向けた場として位置づ
けています。
Visiting Correspondent：PSi FLUID STATES プロジェクトに、東北大会の活動
を報告する Visiting Correspondent（レポーター）を任命します。海外から参加す
る学生のほか、青森県の大学生に協力を依頼します。活動を通じて学生同士の国
際交流を活発化する仕組みも検討しています。
Vessel：PSi FLUID STATES プロジェクトの、各開催地を繋ぐための仕組みが
「Vessel（容器）」です。PSi FLUID STATESは国と地域を異にする15のクラスター
で構成されるプロジェクトです。各クラスターは、活動が終了したあと、次の開催
地に自分たちの活動の記録を詰め込んだ「容器」を送ります。容器を受け取った
クラスターは、内容を参加者・地域と共有し自らの議論につなげます。東北大会は、
ニュージーランドのクック諸島ラロトンガ島からの Vessel を受け取り、カナダのモ
ントリオルにVesselを送り出す予定です。

PSi スタンフォード大会でのパネルセッ
ションの様子

恐山

PSi Fluid States 運 営 チ ーム に よる
Vessel 企画に関するディスカッションの
様子


