A dance for miners and for us
Ismael Franco Alvarez
Japanese Painting at Kyoto Saga University of Arts
Odor Odori was the name of the performance
held at Saint-Étienne and Paris in France,
with the exchange of professors and students
from Japan and France we could tell people
a little bit about the work on mines through a
dance and particular smells emitted during
the performance.
The dance represented the hard work done
inside the mines, people working there had
to dig to ﬁnd coal, the principal fuel of
energy at that time, then they had to carry all
of it and put it into mining cars, push them
and take them to the surface where can be
processed. Sometimes in the middle of that
exhausting work the miners could have a
short break, or just watch the moon when
they went out the mine.
Exactly this process was represented in the
performance with a dance brought from the
Japanese culture, Tanko Bushi, is the name
of this traditional dance representing the
work of coal miners in Japan.
In this performance smell is an important
factor, because with it we can ﬁgure out with
more precision the role of every aspect of
this dance. We can imagine the mines with
the smell of coal and gas, dust from the rocks
and explosions of dynamite, the smell of cigarettes smoked by those workers in their
brief time of rest, the sweet fragrance of
being free from working so much hours and
that sour odor from all the workday and the
sweat expelled by the miners.
Every component and every person played
an important role when the performance was
held.
In action
Marché Place Albert Thomas, which is a
street market in Saint-Étienne. Was the ﬁrst
presentation of the performance in front of
hundreds of people buying, selling and eating
at this place.
I can say that this area was the most crowded of the three locations we performed, with
all the people around us, watching our black
outﬁt and all the uchiwa (Japanese paper fan)

uchiwa (Japanese paper fan) we had with us.
Staring at our equipment, big speakers, perfume and some odd items on a panel ready
to take action.
People had a good reaction towards our performance, some of them looking until the
end, some other just passed and watched a
little, other people with faces of interest and
some other just enjoying the dance, listening
and smelling things in the air.
When we ﬁnished, we invited them to dance,
we taught them the steps, gave them an
uchiwa and explaining them what was this
about. We saw a good reply in general.
Parc du Musée de la Mine was our second
site; this place was the location where we
took inspiration because it is a mine
museum, previously being a real coal mine.
So, we did the performance outside the main
pit surrounded with the environment of the
mine, of all those people ever reunited to
make France a country of revolutionary technology and with fuel and energy.
The dance was a very diﬀerent experience
where we could feel even more every movement and express them into the air with
magic scenes behind us.
Paris was the last of our targets, we went
there with another mentality and with more
experience, this time the place was École des
Beaux-Arts de Paris; The most famous art
school in France with more than 350 years of
history.
This time we had not only university students
but a very selected public watching us, we
felt a little bit nervous because this spot was
the most “important” and expected for many.
However, I have to say we did a good job
and many of the watchers joined us in the
dancing, we ﬁnished it with a smile in our
face remembering all the eﬀort we put on the
last week for making this chance possible.
I think there were people who understood
the hard work miners did once, and the link
between the work done many years ago and
the work we do now. Nowadays like in the

like in the past we still work as miners but in
a diﬀerent matter, doing diﬀerent things but
with the same essence, nevertheless letʼ s
remind that there is always one reason for
that, and without it we cannot continue, this
reason is people, and those experiences may
keep inside us like the smell and fragrance
can permeate in our bodies.
Without peradventure I must say we enjoyed
all the process, training, preparation and performances. And I took pleasure looking
always at peopleʼ s faces, surprised ones,
amazed ones, delighted, questioned, grinned
faces, odd faces, unforgettable faces.

The fruit of Odor Odori
Hila Yamada
Japanese Painting at Kyoto Saga University of Arts
During the end of October 2017 and the
beginning of November 2017, we have
stayed France to complete our exchange
project between Japan and France in
olfactory art. The team was composed of
four Japanese students, one professor,
two French students: Ninon GOUTELLE,
Marine ZONCA and French olfactory
artist: Boris RAUX. We have accomplished to produce a guerrilla dance
performance:Odor Odori at the public
market in Saint-Étienne and at École des
Beaux-Arts de Paris as well.
Odor Odori was created based on the
choreography of Tankobushi which is one
of the most popular songs of Bonodori is
a type of Japanese dance for local festivals, with regard to labor in a coal mine.
We selected the song according to our
adapted theme: “labor” and also to illuminate the fact that Saint-Étienne was used
to be an active mine city until the end of
20C. The theme was built upon a
common perception that we consider
current fundamental labor problem have
not changed in real terms compares to
the circumstance of miners back in time.
Labors have been struggling with severe
working environment due to low wages or
long hours of hard work all the time,
everywhere in a world.
We dance in a circle, repeat the same
movement of Tankobushi represent physical actions refer to mining: digging, carrying, watching out, pushing cars and synchronizing from the beginning to the end.
It constituted by ﬁve diﬀerent stories with
brief sounds of a verity of songs or some
properties: 1. Fear of accidents with “
Thriller” by Michael Jackson, 2. Smoking
break with actual cigarettes, 3. Escape
from unpleasant reality with “Come ﬂy
with me “ by Frank Sinatra, 4. Exclude an
outsider by a pair dance and burning out

with speeded up music for the ﬁnale.
Except for those dramatic scenes, very
contemporary up-tempo music “Dance”
by E.S.G is constantly played. In a meantime, Ninon as music/olfactory DJ provides diﬀerence smells (e.g. gas, moist
soil, wine, grasses, perfume of Dior and
etc.) imply all the diﬀerent situations.
In terms of the costume, we all were
wearing black cloths and holding a single
Uchiwa. Therefore the vivid colour contrast of black and white gave a certain
esthetic to the visual image.
The whole creation process we had been
through was incredibly intense due to
such a limited amount of time we had.
More speciﬁcally, we only got 5days in
substance to show our work in public.
And more than the actual quality in the
completed peace, the most signiﬁcant
fruit form this time stay in France would
be found in the process.
It was actually the very ﬁrst experience
for 3 Japanese members not only about
committing with olfactory art but also
visiting Europe. In addition, working on
performance all together was unprecedented form according to what have
already done within past two years in this
exchange project. Therefore it appeared
as a new challenge for all of us in terms
of all the diﬃculties over language barriers, diﬀerent perspectives, technical issue
on dance and the pressure of time. But
the fact that all of us based at Borisʼs
place in Saint-Étienne and shared not
only creative activity but also food and
bed, the fundamental life together helps
us for more eﬃcient mutual understanding. Thus this intensive circumstance
brought us some unique link into the
performance I assume.

I ﬁrmly believe that a performance is the
one of the most eﬃcient forms to represent olfactory art due to its character of
contingency and ubiquity. And I recognized optimistic potential in it thorough
Odor Odori by observing reactions from
audience we got both at Saint-Étienne
and Paris with evident curiosity and
productive reviews. Also I could have
positive response for my own performance “La femme” when I produced it at
École des Beaux-Arts de Paris. And now I
earnestly wish a continuous success and
improvement on our relationship for next.

Odor Odori: le travail et lʼéchange collectif
Bris RAUX
Odor Odori fut une performance dansée
réalisée en 5 jours.
Lʼaccent était porté sur le travail et
lʼéchange collectif.
En écho avec le passé minier stéphanois,
la performance s'est focalisée sur une
réﬂexion autour de nos conditions de
travail.
Elle s'est construite autour d'un réinterprétation de la danse Tankō Bushi, une
danse traditionnelle japonaise des mineurs.
La première journée fut dédiée à une
déambulation dans la ville. La plupart des
étudiants japonais nʼayant jamais mis les
pieds en France, cʼest un prélude nécessaire pour appréhender les formes et
lʼatmosphère nouvelles pour eux.
Le travail en atelier nʼétant pas fondamentalement diﬀérent dʼun endroit de la
planète à lʼautre, ils nʼauraient peut-être
pas vécu cet étrange sentiment de délocalisation, un eﬀet ʻlost in translationʼ
inversé qui est propice à la nouveauté
dans nos habitudes de pensée.
Le deuxième jour, nous avons passé une
matinée dans le musée de la mine. Musée
riche en ressources documentaires et
iconographiques mais aussi site dʼexploitation historique. Il nous a permis de
nous immerger et confronter à corporellement à la vie des mineurs.
Lʼaprès-midi, nous nous sommes focalisé
sur lʼapprentissage de la gestuelle du
Tankō Bushi. Lʼapprentissage de la danse
elle-même, nous a automatiquement
projeté dans le vif du sujet en nous faisant
ressentir le labeur, la répétition, lʼattention collective et même la pression collective.
Le Tankō Bushi nous a fourni une base de
création que nous avons agrémentée et
détournée au ﬁl des 3 jours suivants.
Nous en avons changé la musique pour
lui donner un rythme plus contemporain
qui contrastait avec la gestuelle tradition-

nnelle.
Chacun des étudiants a proposé une
séquence solo ou duo en écho avec son
ressenti du monde du travail. Cela nous a
fourni des éléments de narration, la relaxante pause cigarette, la peur de lʼaccident, le besoin dʼ échappée, la résistance
dʼ un groupe constitué face à lʼ arrivée de
nouveaux acteurs, lʼ épuisement, etc …
Nous avons incorporé ses événements au
sein de la rythmique traditionnelle et
ainsi essayé de raconter une ʻhistoireʼ qui
aboutit sur une performance dʼ une
dizaine de minutes.
En parallèle du travail gestuel, nous
avons incorporé quelques odeurs qui agissaient en toile de fond aux diﬀérents
événements rythmant la performance. Le
temps imparti à ce projet et les conditions
climatiques et matérielles ne nous ont
malheureusement pas permis de développer suﬃsamment cet aspect.
Après ces 4-5 jours de création, lʼ heure
de la représentation arriva et ce fut formidable.
Aﬁn de proposer généreusement notre
création à tous, nous avons installé notre
matériel et la scène sur la place du
marché. Lʼ interaction avec le public fut
chaleureuse et très enthousiaste. Nous
avons répété 3 fois notre performance et
dansé avec le public entre les représentations. Les échanges furent nombreux et
surtout lʼ occasion pour les étudiants de se
retrouver en contact serré avec la diversité de la population locale. Ce fut très
riche.
Nous avons ensuite réitérer la performance a sein du parc du musée de la
mine aﬁn de réaliser une captation vidéo
en tirant partie de la force esthétique et
historique du site.
La dernière représentation eu lieu à Paris
au sein de lʼ école des Beaux-arts de Paris,
ce qui nous a permis dʼ échanger avec un
public diﬀérent, mélange de jeunes étudiants, de représentants de lʼ ambassade du
Japon et dʼ amateur de création contemporaine.
Pour résumé, lʼ élément fort de ce projet
fut de produire une œuvre collective ce

qui a permis à chacun dʼ entre nous à ce
confronter à ʻun autreʼ ce qui dans le
cadre de la distance culturelle franco-japonaise est dʼune si grande richesse quʼelle
risque dʼ inﬂuencer les pratiques des
étudiants pour longtemps.

Odor Odori ダンスパフォーマンスについて

各学生たちは労働について感じたことをソロか
デュオのシーンで表現することを提案した。
これ
らはナレーションの役割を果たし、
「タバコ休憩」
「事故の恐怖」
「逃避の必要性」
「新たな闖入者に
対する集団的な抵抗」
「極度の疲労」などなどが
生み出された。我々は通常のリズムの合間にこう
した出来事を組み込み、最終的に 10 分程度の
パフォーマンスの中で「ストーリー」を語ることを
意図した。

踊りの制作と並行して、パフォーマンスにメリ
ボリス・ロー（フランス・サンテティエンヌ在住、 ハリをつける突発的事件の背景的な役割をもつ
ものとして、いくつかの匂いを組み込んでいった。
匂いアーティスト）
しかしながらこのプロジェクトが公開された時の
Odor Odori というダンスパフォーマンスは 5 日 お天気や気候、環境条件のせいで、こうした試み
間で仕上げられた。短期間なので集団制作と交 が十分に機能したとは言い難かった。
流に重点をおいた。
４、５日間の制作期間の後にとうとう公演の日
これは素晴らしいものであった。
過去のサンテティエンヌにあった炭鉱に感銘を となり、
多くの人々に我々の作品をたっぷりと楽しんで
受け、現代の我々の労働状況について集中して
もらうために、設備や舞台を市場に設営した。観
考察した。
このダンスパフォーマンスは炭坑節という日本の 客の我々に対する雰囲気は温かく、非常に熱狂
炭鉱に伝わる伝統的な踊りを再解釈して組み立 的でもあった。我々はパフォーマンスを 3 度続け
て行い、合間に観客とダンスした。観客とのやりと
てられた。
りの機会は多く、とりわけフランスの田舎の多様
初日はサンテティエンヌの街を歩き回ることに費 な人たちとの接触は、学生たちにとって良い機会
その交流は非常に内容豊かなものであ
やした。
日本人学生の多くはフランスの地を初め であった。
て踏んだということで、こうした散歩は彼らにとっ った。
て新しい環境や雰囲気を理解するのに必要な初
次に我々は炭鉱博物館併設の公園の中で、こ
めの第一歩となった。
アトリエでの作業だけでは別の星に来たというほ の場所の美的・歴史的パワーを引き出すような
どの落差は感じないので、日本人学生たちは異 録画をするためにパフォーマンスをもう一度行っ
国に来たという奇妙な感情、あの有名な映画「ロ た。
最後の公演はパリのエコール・デ・ボザール
スト・イン・トランスレーション」の逆バージョン
ここでは、若い学生や日本大使館の書
の感情をもつにはおそらく至らなかっただろう。
こ で行った。
記長たち、
現代アート愛好者たちが集い、サンテ
うした感情は、我々の思考習慣の中で、新しいこ
ティエンヌとはまた異なった観客と交流を行え
とに直面するのに適したものである。
た。
二日目には午前中を炭鉱博物館で過ごした。
こ
まとめると、このプロジェクトで最も重要視した
の博物館には多くの資料や画像、そしてまた昔の
作業場もたくさん残されていた。
この博物館によ 要素は、集団で一つの作品を生み出すことであ
フランスと日本という文化的な差異の中で
って我々は炭鉱労働者の生活に体ごと浸って向 った。
各々の学生が
「他者」
と向き合うことは、学生たち
き合うことができたのである。
にとって、これからも長い間彼らの制作に大きな
二日目の午後には炭坑節の踊りの振り付けの訓
練に集中した。我々はこのダンスの訓練そのもの 影響を与える非常に豊かな体験であった。
によって自動的に労働やその繰り返し、集団的注
意、集団的圧力さえ感じ取りながら、これらを自
（訳：岩﨑陽子）
分の身体に刻み付けていった。
炭坑節が我々に制作の基盤をもたらしてくれた
ので、残る 3 日間でこの基盤に装飾をつけ、アレ
ンジしていけばよかった。我々は日本の伝統的な
身振りと対比させるかたちで、より現代的なリズ
ムをもつ音楽に変更した。

匂いに満ちた世界を身体によって攪拌せよ
―香りのパフォーマンス学生交流 Odor Odori―
キュレーター：岩﨑陽子
（京都嵯峨芸術短期大学部専任講師）

日仏学生交流＠サンテティエンヌ、
パリ・ボザール
夏の京都での日仏学生交流「ここ・そこ・あそこ 香り
のアート 2016」
＠京都に引き続き、ほぼ四か月を経た
10 月末から 11 月初頭にかけての 2 週間、ホームとア
ウェイを入れ替えるかたちで、今度は日本の学生たちが
香りのアート学生交流のためにフランスに滞在した。
フランス側のオーガナイザーかつ匂いのアーティストで
ある、Boris RAUX はちょうどこの年の 4 月にパリから
サンテティエンヌというフランス東部の街に引っ越して
おり、学生たち全員を広い自邸の一階アトリエに宿泊さ
せてくれることになっていた。
サンテティエンヌという街は、フランスの第２の都市であ
るリヨンの南西 60キロメートルに位置する中堅都市で、
何よりも 1827 年にフランスで初めて鉄道が通った街と
して知られている。
この地で石炭を含めた鉱物が採取さ
れたため、鉄道はその運搬用に開発されたものであっ
た。今は穏やかな街並みをもち、市街地には炭鉱の跡
地が博物館として保存されている。近郊に車で少し行く
と農村風景が広がり、農業大国としてのフランスの側面
を見せてくれる。
チーズやバターなどの乳製品に加え、
ソシソンという乾燥ソーセージが名産品であり、美味し
いローヌワインを産出する美食の地方である。
またサンテティエンヌはユネスコの創造都市に加盟して
おり、2 年に一度「サンテティエンヌ国際デザインビエン
ナーレ」
を開催し、世界各国から数万人の人々を集める
デザインの街でもある。
中心となっているのは Cité du
Design というデザインとアートの大学であり、教員や学
生も熱気を見せている。
私たちはこの街で、リヨン・ボザールからの学生 2 人、
京都嵯峨芸術大学の学生 4 人、Boris と私という大人
数での共同生活を始めた。食材を近隣から調達し、時
には日本から材料を用意してきた日本食もふるまいなが
ら、寝起きを共にする生活を 2 週間続けた。
厳密には、サンテティエンヌで最初の 1 週間でパフォー
マンスを完成させて披露し、その後に一度パリのボザー
ルにこれを披露しにでかけ、
またサンテティエンヌに戻っ
た。以下、サンテティエンヌとパリで行った香りのアート
のパフォーマンスの詳細について報告、考察する。

香りのアート６つのカテゴリー
ところで、歴史的に見ても世界でほとんど実践例のない
香りのアートではあるが、ここでそれをなんとかタイプ分
けした場合、6 つのカテゴリーに分けられると考えられ
る。
①寓話タイプ
古来より、五感をテーマにして一組の絵画が描かれるこ
とは少なくなかった。
そこでは嗅覚も取り上げられ、その
五感の中での果たす役割が寓話的に表現されてきた。
例えば、広く知られているものとしてフランス・パリのク
リュニー美術館に所蔵されているタペストリー 貴婦人
と一角獣 のうちの 嗅覚 が挙げられよう。芳香を放
つ花、貴婦人の後ろで花輪の香りを嗅ぐ猿が描かれ、
五感の中で嗅覚のもつ役割が象徴的に描かれている。
嗅覚は五感の中の一つとして、香りを持たない造形芸
術の中で寓話的に取り上げられるテーマであった。
②想像タイプ
絵画や彫刻などには、本来はその作品からモチーフが
現実に匂いを放たないながらも、何らかのリアリティを
帯びて鑑賞者に「匂いを想像させる」タイプのものがあ
る。17 世紀のオランダの静物画を見ると、その中で描か
れる豪華な料理や食べ物の数々には、その一つ一つを
手に取って匂いを確かめることが出来そうな精緻な描
き込みがなされている。香りや匂いを想像させるために
は、写実的に何らかの匂いの元となるものを描写するこ
とになる。
そこで形づくられるものは食べ物、花、人間の
肉体などの具体的な匂いの情景である。
つまり、鑑賞者
に何らかの具体的な匂いを想像させるためには、その
源となる物質を表象する必要性があるのである。
そして
この手法も古くから広く
「香りの芸術」の制作方法として
取り入れられてきた。
③現実の匂い・付香タイプ
このタイプも想像タイプと同じくらい流布しているが、こ
ちらは造形物を主眼としつつも、想像ではなく実際に匂
いが付香されたアートである。現実に存在する食べ物
や事物を使用する場合や、何らかの想像上の香りを創
って造形物に付香する場合もある。
いずれの場合も展
示方法や香りの散布のさせ方、持続方法などに工夫が
求められる。
付香タイプの作品において香りは「おまけ」のようなもの
であり、作品内容の要素を一つ増やすための手段に過
ぎない用いられ方をしていることが多い。
こうしたタイプ
の作品では造形的な要素が重視されており、香りは補
助的な意味しか持たない。
④創香タイプ
香りのアートにはほとんど造形物に頼らないタイプのも

のがある。
これを「創香タイプ」と名付けるなら、その筆 うものすべてがあまりにも新鮮だったため、1 週間まっ
頭に挙げられるのは調香師の創造する香水であろう。 たく制作を離れ、京都の街を周遊してまわった体験によ
香水が芸術であるか否かは古来より取り沙汰されてき るものである。Boris は同じことを初めてフランスの田舎
たが、調香師エドモン・ルドニツカが美学者エチエンヌ・ の土地を踏む私たちに求め、先入観や事前準備なしに
スーリオの芸術分析を香水に当てはめて分析したよう 街を歩き回ること、匂いを含めて
「なにか」
を感じ取るこ
に、調香師の創香、つまり香水制作がクリエイティブな とを要求した。
したがって、到着した翌日から私たちはサ
ものであることは疑い得ない。
ンテティエンヌの街を歩き回り、市場を覗いて果物を食
べ、フランス領であったアフリカ沖東部のレユニオン島
⑤香道タイプ
料理でフランス料理の多様性を知るなど、単なる観光
香道とは、１５世紀にはじまった香木の鑑賞を通じて精
者とは違う視点でなるべく現地生活に密着した体験の
神を高める一種の精神修養の側面をもつ日本の芸道
できるルートを辿ったのである。
である。茶道、華道と並んで日本で重要な芸道であり、 サンテティエンヌ市内を歩き回った翌日に観た、炭鉱博
また古来より香りを純粋に芸術として扱う世界唯一の
物館 (Musée de la mine) は衝撃的であった。私たち
芸術でもあった。
「香りは曖昧だからことばによって規定
は誰もサンテティエンヌが炭鉱の街であったことを知ら
されざるを得ない」といった消極的解釈ではなく、香道
なかったので、街のはずれにある Puit と呼ばれる、石炭
での香りとことばの結びつき方の特徴は、「点の配置に を掘り出した後に積み上げた土でできた人工的な山の
よる空間構築」とも呼ぶべきものである。組香では和歌
高さを見てそれが自然物でないことに大変驚いた。
や物語が主題とする世界を事細かに規定するのではな また博物館の内部を見て回り、18 世紀後半から第二
く、香りによって主要なモチーフをあちこちに点在させる 次世界大戦後まで続いた、国策としての石炭産出と、そ
ことによって、それらの間の空間を、制作者と鑑賞者が
れに伴う過酷な労働環境に思いを馳せ、無言になった。
自らのイマジネーションによって自発的に埋めていくよう 館内には炭鉱の歴史や当時を写したモノクロ写真、労
な芸術である。
働者たち（小さな子供も含む）が石炭を掘り出すために
使った器具や労働後に入ったシャワー室、そのための
⑥空間タイプ
更衣室などがそのまま展示されていた。
また労働者たち
最後に挙げる、現代において最も重要な「空間タイプ」 を世界各国から集めるためのプロパガンダポスターが
のアートは、香りを何かの匂いだけではなくて
「空間」
を
多く貼られており、それを見ているとそうしたポスターに
形成しているものととらえるものである。空間には匂いだ ありがちな国粋主義的な文言や美辞麗句の陰で、多く
けではなく音、光、温度、湿度が存在し、目に見えないも の労働者たちが安い賃金で使い捨てられてきたことが
のでありながら、目に見えるもの以上に私たちに多大な
想像された。
影響を与えている。
また実際に、博物館の中でひときわ目立つ象徴的な建
香りのアートとはそうした「空間」の創出、またそれへの
物である Chevalement Couriot と呼ばれる、いわゆ
気づきと、それらを通じた視覚に頼らない新しい世界観 る日本で炭鉱に置かれている「竪坑櫓」の地下に潜り、
である。
このタイプは従来の香りのアートにほとんど見ら 炭鉱夫同様に坑道を辿ることもできた。
もともとはこの
れなかった表現方法であり、いわゆる旧来の造形芸術
竪坑櫓の地下は当時 725m もの深さまで掘り進められ
の分野ではなく、メディア・アートや音楽、インスタレー
ていたが、私たちは地下 10ｍの地点で横に掘り進めら
ション、
またはそれらの複合的な手法で生み出される。
れた坑道を約 30 分かけて歩いた。暗くて狭くて閉塞感
そしてこうした香りによる空間の創設、またはそれへの
のある坑道に途中で気分が悪くなるようであった。
気付きを促す手段として、今回私たちが取り組んだパフ 日仏学生たちは全員で炭鉱博物館を見て回り、今回の
ォーマンスこそがまさにうってつけである。空間の中にあ
パフォーマンスのテーマを「労働」にしようと話し合っ
る何らかの小さな対象（絵画や彫刻）に付香がしてある た。
そのために炭鉱で行われていた労働にまつわるブレ
ようなやり方ではなく、パフォーマンスによって空間その
ーンストーミングをＢｏｒｉｓの自宅で行い、労働の本質
ものをダイナミックな身体の動きで撹拌し、匂いや空気
について深く考えた。
の層を生み出すこと。
それはまさに空間創設としての香
折しもフランスでは 3 月に政府が議会での採決を経ず
りにアートそのものを体現するのである。
に強行採決した労働法改正が労働者や若者の雇用の
安定を脅かすものとして全国的なデモとなるうねりがあ
炭鉱博物館と労働
った。夏の学生交流で京都に来ていた 2 人のパリ・ボ
ザールの学生もそうしたデモ活動に積極的にアートによ
私たちは、Boris の強い意向により、事前に細かい作品
って参加していた。
フランスでは労働について人々が考
内容を打ち合わせたり、その準備や制作を日本で行っ える気運が高まっており、実際に先述した次回サンテテ
たりということを一切しなかった。
これは Boris が昨年 ィエンヌ国際デザインビエンナーレ 2017 のテーマも間
日本に初めて来たときに、見るもの、触るもの、そして匂
接的に「労働」であると聞いた。
日本でも若者の雇用は

学生にとって重要な関心事であり、
「就活」
と呼ばれる、
雇用を得るための活動は人々の関心を呼ぶ社会現象
になりつつある。
私たちは話し合いの結果、炭鉱での過酷な労働は、決し
て過去のものではなく、労働の本質は今も昔も、そして
日仏どちらでも変わらないという結論を出した。頭脳労
働と肉体労働、搾取する側とされる側、テクノロジーの
発展とそれによって消えゆく職種と新しく生まれるビジ
ネス。
また一方で、労働のネガティブな面だけではなく、
人は労働によって人生を組み立て、生きる意味を見出し
ていくという積極的意義もある。労働は人とのつながり
を保証し、個人が社会の中で生きていくための役割を
明示する。
だからこそ雇用の安定は物理的であると同時
に精神的にも、人間にとって重大な関心事なのである。
炭鉱博物館に飾られた写真にも、悲惨な労働環境のも
のばかりではなく、笑顔で肩を組み合う労働者たちや、
休日に家族と嬉しそうにでかける炭鉱夫のものがあっ
た。
またあらゆる国々から寄せ集められた国籍の異なる
労働者たちが時には団結して雇用者に対してストライキ
を起こすなど、労働によって国境を越えた人々が結束す
ることもわかった。
このように炭鉱博物館を契機に労働について日仏学生
が自国の状況と照らし合わせながら話し合いを行った。
その上で労働の本質を見極めて、アート（パフォーマン
ス）に落とし込んでいくための作業が着々と進められた
のである。
炭坑節からパフォーマンスへ
炭鉱はフランスだけではなく、日本にもある。
フランスよ
りは少し遅れて最盛期があったのではないかと思われ
るが、日本の戦前の軍事と文明化、戦後の復興と工業
化を進めたのはまさに石炭の産出であり、九州や北海
道に今でも炭鉱の跡地が多く残る。
またこうした炭鉱を
テーマにした芸術も、代表的なところでは土門拳の写真
集『筑豊のこどもたち』
『るみえちゃんはお父さんが死ん
だ』
などがあり、現代アートでは炭鉱の町、北海道・三
笠で生まれた川俣正が九州の田川でコールマイン・プ
ロジェクトを行っていたことも記憶に新しい。
実は私の両親の実家も福岡県中間市にあり、その一帯
は炭鉱の町であった。
あちこちに掘りあげた土でできた
「ぼた山」が点在し、炭鉱夫の家族たちが住む長屋が、
私が子供のころにもまだ残っていた。母からも同級生の
両親が炭鉱に勤めていてとても貧しい暮らしをしていた
こと、父母が炭鉱に出て不在であり、自炊しながら幼い
兄弟の世話をしつつ遊ぶ子どもたちがたくさんいたこ
と、時に事故が起きて街中にサイレンが鳴り響くと誰の
親が死んだのか学校中で心配したこと、などを聞いてい
た。私の父方の実家は炭鉱を経営しており、今や面影し
か残っていないものの、当時石炭で一挙に築く財産が
どれくらい莫大であったかを肌で推測することができた
（父方の実家は「本宅」
と呼ばれ、当時買い集めた書画
美術品を多く所蔵していた記憶がある）。
よって炭鉱の
町の
「光と影」
が私の原体験に深く刻まれている。

こうした北九州の炭鉱の町の様子を歌った、今では全
国的に盆踊りなどに使われている有名な曲が「炭坑節」
である。
月が出た出た 月が出た ( ヨイヨイ )
三池炭坑の 上に出た
あまり煙突が 高いので
さぞやお月さん けむたかろ ( サノ ヨイヨイ )
一山 二山 三山 越え ( ヨイヨイ )
奥に咲いたる 八重椿
なんぼ色よく 咲いたとて
様ちゃんが通わにゃ 仇の花 ( サノ ヨイヨイ )
あなたがその気で 言うのなら ( ヨイヨイ )
思い切ります 別れます
元の娘の 十八に
返してくれたら 別れます ( サノ ヨイヨイ )
お礼を枕に 寝るよりも ( ヨイヨイ )
月が射し込む あばら家で
主の腕に ほんのりと
私ゃ抱かれて 暮らしたい ( サノ ヨイヨイ )
竪抗千尺 二千尺 ( ヨイヨイ )
下りゃ様ちゃんの ツルの音
ままになるなら あのそばで
私も掘りたや 黒ダイヤ ( サノ ヨイヨイ )
私たちはこの曲を思い出し、日本には炭鉱の歌があるこ
とをフランス側に伝えた。彼らは大変興味を示し、一緒
に踊ってみることになった。
フランスの地方都市の大き
なスタジオに大音量で炭坑節が流れ、
フランス人と日本
人とメキシコ人が輪になって踊っている光景は奇異以
外の何物でもなかったが、私たちは真剣であった。
また何よりも良かったのは、この踊りが 5 パターンのみ
の単純な振り付けのリピートから成っており、
またこれら
の振付が炭鉱での労働を単純化・象徴化したもので
あったことである。
「掘る」
「（もっこを）担ぐ」
「月を仰ぎ見
る」
「（石炭を積んだ手押し車を）押す」
「中心を向いて
手を打つ（労働者の連帯の証？）」という一連の意味の
流れを、輪になって永遠に繰り返すという構造である。
よって日本の学生の中にも炭坑節を知らないという者
がいたが、フランス学生たちと一緒に繰り返し練習する
ことによってマスターし、短時間で全員が炭坑節を踊れ
るようになった。
しかし単に日仏学生が共に炭坑節を踊ればそれでいい
というわけではない。問題はそうした単純な振り付けを
ベースに、いかに私たちが先に行った労働にまつわるブ
レーンストーミングの結果を落とし込み、パフォーマンス
として成立させていくかという点にある。
そこで労働に関
わる、現在でも過去でも、日本にもフランスにも起こり得
る 5 つの共通事象を考えた。

①労働者本人に対して病気やケガ、解雇などの驚くよう
なイレギュラーなことが起こる
②労働者の中には怠け者がおり、周囲の顰蹙を買うこ
とがあるが、労働に休憩は重要な要素であり、煙草タイ
ムは情報交換タイムでもある
③労働から時には解放され、遠くに飛び立つような妄
想をすることがある（実際に辞職して好きなことを始め
る人もいる）
④労働中に恋愛する人がいる（社内恋愛）。最初は甘い
関係になるが、関係が壊れた場合どちらかが気まずい
思いをすることになる
⑤労働をすればするほど仕事が回ってきて加速度的に
仕事量が増え、これまで以上にそれをこなすスピードが
要求される。
そして時にバーンアウトしてしまう
上記①から⑤の事象を、輪になって粛々と行われている
画一的で単調な労働を表象する炭坑節の踊りを背景
に、パフォーマンスとして表現していくことになった。基
本的に全員で基盤となる 5 つの振り付けを輪になって
行うのであるが、合間に別の曲が突然一時挿入され、
学生たちが順番にソロとしてこうした事象をパフォーミ
ングによって表現していった。
これによって踊りの輪が
崩れ、1 人 1 人のパフォーマーが他と異なる振り付け
をしている間、他の踊り手たちはそうしたパフォーマンス
には目もくれず、淡々と輪になったままで炭坑節の振り
付けを繰り返す。
これは労働が日々の繰り返しであるこ
とを表象し、また当事者にとっては重大事件でも、他の
人にとっては他人事としてこれにいちいち気を取られず
に日々の業務をこなしていくような、淡々とした仕事の在
り方を表現しているのである（多くの仕事は当事者が考
えている以上に代替可能な人材によってなされている
のが現実である！）。
また、常に 5 つ目の振り付けである
「中央を向いて全員で手拍子をする」瞬間を大切にし、
全員が目を合わせ、労働における連帯を意識した。
また炭坑節の振り付けにつける音楽については、あまり
にも日本的な炭坑節のメロディをあえて使わず、非常に
クールなダンスミュージックを流した。
この合間に、マイ
ケル・ジャクソンの「スリラー」やフランク・シナトラの
「Come ﬂy with me」など、違和感のある曲が突然挿
入され、一定の時間が過ぎるとそれがまた元の曲に戻
るように曲をアレンジした。
こうした音楽の編集作業は
音楽と匂いの散布を同時に行うフランス学生の DJ が
担当した。
また踊りの概略が決定した時点で広報のためのポスタ
ーを制作した。
これは炭鉱博物館で見たプロパガンダ
ポスターに着想を得て、あえてそうした色彩やタイポグ
ラフィーを真似て、炭鉱と労働の世界観を表現した。
こ
うして Odor Odori( 匂いの踊り ) と命名された私たち
のパフォーマンスの概略がとうとう固まったのである。

匂いの世界を身体で攪拌するパフォーマンス
事前準備をあえて回避して取り組んだ日仏学生交流で
はあったが、Boris からの唯一のリクエストは、日本から
うちわを持参することであった。
うちわは日本的なもので
あり、フランスでは入手が難しい。
またこれ自体に付香
することもできれば、大きく振って空気を攪拌することも
できる。香りのパフォーマンスに是非とも使ってみたいと
いうことであった。私たちはスーツケースに 100 枚のう
ちわを詰め、
これをどのようにこのパフォーマンスで使用
するかを考えた。
先に述べた香りのアートのプロトタイプのうちの「③現
実の匂い・付香タイプ」のように、実は造形物やパフォ
ーマンスの体の動きだけが重要であり、匂いや香りは二
の次、三の次、またはなくても良い、などという形式はど
うしても避けたかった。
その意味でももとは日本的な踊
りを原型に持つ私たちの踊りにうちわはしっくりと合い、
これを使って、時には匂いを観客の方にわざと拡散させ
たり、時にはその場の空気を循環させたりする、
なくては
ならない小道具として有効に使うことができた。
そもそも人の身体が動く、ということ自体が周囲の空気
の流れを物理的にも心理的にも変化させる効果をも
ち、空気の流れが変わると感じる匂いや雰囲気も変化
する。
うちわがそれを増長させる役割を見事に担ったと
言える。
パフォーマンス中では匂いをうちわに直接付けるのでは
なく、音楽 DJ が香りの DJ も兼ねてサーキュレーター
を使用してその前で風にのせるためにいくつかの匂いを
シュッシュッと散布した。
これらの匂いについては、事前
にメンバーで相談し、その効果を確かめながら７種を選
定した。第一の香りはパフォーマンスが始まってすぐの
時にまかれた日本の箪笥などに入れる防虫香である。
こ
れはたまたま私がお土産に持っていたもので、中身を出
して粉を散布した。
フランス人観客を最初に引き付ける
ための囮の目的をもつ匂いであった。第二には普通の
炭坑節踊りの最中に地下のじめじめした炭鉱での労働
をイメージし、「湿った地面の匂い」をまき散らした。第
三にスリラーの曲が流れると、予期せぬ労働中の事故
をイメージし、市販のガスボンベのガスの匂いを充満さ
せた。第四はパフォーマンスの身振りそのものによって
発生するものであったが、労働中の休憩を示す煙草を
2 人のパフォーマーが踊りの輪の中で実際にくゆらせ
て、他のメンバーがこれを内輪で迷惑そうに観客に向け
て仰ぎやる、という動作を行った。第五にシナトラの優
雅な曲が流れると、労働から解放されたい二人組がダ
ンスのステップを踏み出すのであるが、その時に緑の草
の香りによって、余暇やレジャーのイメージを生み出そ
うとした。第六の社内恋愛をした二人のパフォーマーの
周辺には Dior の香水 Jʼ adore が振りまかれ、甘い空
気が漂った。最後の七つ目はパフォーマンスの踊りがど
んどん早くなり、労働環境が厳しくつらいものになってい
くことを象徴して、フランス国内で最も安く、ペットベトル
にどっさり入った安物の悪いワイン（vinasse）
（フランス
の学生たちは「これはもはやワインではないのよ。
お酢
よ！」
と言い放っていたが）
を散布し、パフォーマーは順

に踊りの輪から離脱して、酸っぱいいやな臭いの中でパ
フォーマンスが終了を迎えるという趣向であった。
このように、実際の匂いの散布と、パフォーマーの身体
の動きによってその場の空気の匂いが刻々と変化し、場
の雰囲気もそれにつれて変わっていくことを目指した。
こ
うしたことからも、まさに匂いに満ちた世界を、身体の動
きによってかき乱し、拡げていくことを目指した香りのパ
フォーマンスであったと言えよう。
結びにかえて
Odor Odori の完成披露は、
まずは 10 月 29 日
（土）
に
週に一度開かれる大規模な市場（マルシェ）の人混み
の中でゲリラ的に行われた。
マルシェでは緩やかな坂道
に沿って果物やチーズ、ハムなどの肉製品の市場が軒
を連ねるのであるが、その坂道の一番底辺の部分に広
い駐車場があり、その横にカフェがあったことからお店
から電源を借り、パフォーマンスを行うことにした。市場
に買い物に訪れた人々は全身黒装束の異様なグループ
の出現に驚いていたが、大音量で音楽が鳴り響き、パフ
ォーマンスが始まると人だかりができ、興味深げに見入
っていた。
また一度きりではなく何度も繰り返し踊った
のであるが、踊っている最中の学生をつかまえて「何を
しているのか」
と問い詰める観客もおり、日本人では考え
られない率直な好奇心に驚かされた。最終的には観客
にもうちわを配り、輪になって一緒に踊ってもらった。思
ったよりも多くの人が参加し、炭坑節の踊りを見よう見
まねで楽しみながら行っていた。子供もたくさん来てお
り、動画を録画がしている子や、踊りに誘うと泣き出しそ
うな小さな子もおり、思い思いに場に参加していた。
同日の 午 後 には 記 録 用 に 炭 鉱 博 物 館 の 野 外 で
Chevalement Couriot を背景に踊り、これも通りすが
りの人々の関心を引いていた。
11 月 2 日には日仏学生全員で川俣正京都嵯峨芸術大
学客員教授のおられるパリに移動し、パリ・ボザールの
玄関前の中庭でまたゲリラライブを実施した。
この時に
は守衛所の目前で AV 機器を準備セッティングしている
にも関わらず、何も言われず、芸術校の自由な空気を非
常に強く感じた。
こちらのパフォーマンスには在仏日本
大使館の職員の方々もご参加くださり、通りすがりの学
生や教員を含めてかなりの人数を集めて披露できた。
こ
のとき、同時に山田埜の香りのパフォーマンス「La
femme」
も実施し、大きな反響を得た。
2 都市でのゲリラ公演を行ったわけであるが、やはり炭
鉱というその土地に根差したパフォーマンスであったた
めか、パフォーマーたちの気持ちはサンテティエンヌで
の方がよりまとまっていたように思われる。
パリの観客の
前では「よく意味がわからないけれど面白い踊り」にし
かならず、そうした観客の反応に対してパフォーマンス
が委縮してしまったのではないかと思われる。
今回の香りのアートの学生交流では、初めての試みとし
て、香りのパフォーマンスを自分たちで作り上げた。特に
大半の日本の学生たちにとってフランスへの滞在は初
めてのことであり、寒冷な気候から始まって、食べ物、生
活習慣がすべて違い、新鮮な体験の連続であった。
こう

した
「空気をまるごと身体で感じる滞在体験」
を、そのま
ま香りのパフォーマンスへと昇華させることができたの
は、今回の交流活動の大きな収穫であったと思われる。
またパフォーマンスを創り上げていく過程での学生たち
の話し合いも大変貴重なものであり、日仏の考え方の
相違だけではなく、より広くこれからの世界の在り方に
ついて考える重要な契機になった。時には話し合いの
後も残って議論したり、
日仏の学生が自らの作品を見せ
合ったりするような場面もしばしば見られた。
最後になってしまったが、何よりもまずこの交流を助成
してくださった笹川日仏財団様に謝辞を捧げたい。
いつ
も温かく見守り励ましてくださる同財団事務局長の伊藤
朋子様に心から感謝申し上げる。学生が今年も日本と
フランスを行き来でき、貴重な若い感性を研ぎ澄ませる
ことができたのは、
同財団と伊藤様のお蔭である。
フランスから帰国してからも刻々と世界情勢はドラステ
ィックな変化を遂げ、それは決して良い方向に向かって
いるようには見えていない。
しかしそれでもこの香りのア
ートの交流活動を通じて、唯一の希望である若い学生
たちが、国際政治や社会に関心をもち、何よりもいつも
観念的にではなく具体的に、
「海の向こうの誰か」
のこと
を真摯に思い浮かべられたら、それこそが平和への何
よりの貴重な第一歩なのだと私は考えている。
ありがとうございました。
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