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アートディレクション・ミーティング議事録でふりかえる 

「風景便」ができるまで 
 

共同制作の成果としての『はらいずみ もやい』 
ソノノチの『はらいずみ もやい』は、これまでのすべての公演がそうであったように、共同制

作の成果です。しかし、上演を見るだけでは具体的にどのような共同制作が行われているの

か、その内実までは見えないものです。そこで本展示では物販で現在販売中の「『風景によせて

2021 はらいずみ もやい』風景便」（以下「風景便」）を例に取り、アートディレクション・ミ

ーティングというソノノチで行われている定例会議の議事録からその「風景便」が生まれたプ

ロセスを描きます。 

 

アートディレクション・ミーティングと議事録 
まずはアートディレクション・ミーティングについて説明します。アートディレクション・ミ

ーティングは週一回程度開催されるソノノチで開催されている数ある会議の一つで、広報物・

物販制作に関する相談や議論をする場です。参加するのは演出部、制作部、デザイン部などを

構成するメンバーで、それぞれの感性や部署の事情について話し、すり合わせる過程で誰か一

人では思いつかないようなアイデアが生み出されます。もちろん、その過程で採用されないア

イデアもありますが、このように言葉を尽くして互いに説明を重ねる中で出来上がったものに

はある種の強度が宿っています。 

 

「風景便」とは 
今年度ソノノチが作った広報物・物販のうち、「⾵景演劇」のコンセプトとの関連がもっとも深い

ものの⼀つがこの「⾵景便」です。「⾵景便」は昨年度から制作している⾵景の⾒え⽅が少し変わ

るグッズ「ふとフォト」の最新版と上演会場のインスピレーションを、⾳のスケッチに昇華させ

た「サウンドスケッチ」の⼆つで構成されています。次の議事録を⾒ていただくとわかりますが、

作品のコンセプトから別々に⽣まれた両アイデアはさまざまな紆余曲折を経て「⾵景便」となり

ました。ぜひ、どのような発⾔が、アイデアが、最終的に作品としての「⾵景便」につながった

のか、覗いてみてください。 

 

 

※この議事録の展⽰を読んで「⾵景便」ならびのその他の物販が気になった⽅は、 

ぜひソノノチオンラインショップもチェックしてみてください！→  
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「風景便」完成までの流れ 
 

原泉での上演のイメージの共有 

↓ 

タイトルに地名を入れるかどうかに関する相談 

↓ 

中谷がタイトルに地名を入れる判断をする 

↓ 

原泉の上演のイメージから逆算して原泉のビジュアル・コンセプトを考える 

↓ 

中谷の発案により名称『はらいずみ もやい』が誕生する 

↓ 

「表現としてのチラシ」を目指す中、しのびよる〆切 

↓ 

会話の流れから「透明な板に人が現れる」アイデアが誕生する 

↓ 

「透明なチラシ」のアイデアと「広報用の情報性のあるチラシ」をどう両立させるか？ 

↓ 

「透明のチラシ」と「情報のチラシ」は分け、 

「透明のチラシ」はグッズにする方向が見えはじめる 

↓ 

ロゴのレタリングへのこだわり 

↓ 

『透明チラシ』の色のイメージ 

↓ 

「ポストカード」を「ふとフォト」と呼ぶことが10月の滞在中に決まる 

↓ 

「ふとフォト」と「サウンドスケッチ」の融合 

↓ 

名称「風景便」の誕生 

↓ 

そしてその後もミーティングを重ね、「風景便」は完成していった…  
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議事録をふりかえる 
※各議事録についているのは日付（年年月月日日）と小テーマ（●の後の部分）です。 
 

210807 
●原泉の上演のイメージの共有 
中谷「原泉は複層的、マトリョーシカ的、1 つのものにいろんなフレームが重なっている感じ。
額縁の中に額縁があって、合わせ鏡、みたいな感じ」 
 
ほっかい「原泉の積層感は透明なもののコラージュ。色んなものが重なったところで一個の絵が
できる。それぞれに影響しあってる感じ。」 
 
●タイトルに地名を入れるかどうかに関する相談 
森岡 ただお尻に地名をつけるだけでは物足りないんですか？ 
ほっかい ストレートなんそれやね。ナンバリングとしてはすごくわかりやすい。 
森岡 それでも再演って感じがするのかわからないんですけど。 
ほっかい たしかにそう受け止められてしまうかもしれない。 
中谷 文字面的にも誤植っぽくもあるし。原泉で 2回やれば両方原泉になるし。 
 

210821 
●中谷がタイトルに地名を入れる判断をする 
中谷「演出的な意図として、原泉でりえこちゃんたちと稽古していて、風景演劇における時間の
リズム、自分自身の時間の流れを模索する取り組みをしているが、その場所でしか見られないも
のとは何なんだろうと考えていた。そこで美術や建築の専門、文脈のメンバーと話していて、私
たちが見ている風景は人の手で整えられた表層で、その下の大地がそれを規定していることに気
付かされた。風景は大地の形が決めてる。日当たりが良いから木を植えるとか、風景は大地が決
めているという話になって。ほわー！と思ったんです。凄くシンプルなことだけど、風景は大地
につながっていると思ったときに、地名を入れたほうがいいんじゃないかと思ったんです。」 
 

210829 
●原泉の上演のイメージから逆算して原泉のビジュアル・コンセプトを考える 
中谷 風景演劇にはいくつかのシリーズがあるんじゃないかと思っていて、細分化されたカテゴ
リー。原泉で去年やったのは一番観察する対象までの距離が遠いバージョン。今回の原泉は新し
いジャンル。ゲリラ的バージョンみたいな、空間が急に、フラッシュモブみたいに急に立ち上が
る、距離的には近中距離。この大きく三種類ある。これから風景のこと深めていくときに、もし
かしたらふえていくかもしれない。ネーミングと同じように、そういう側面からアプローチする
やり方もあるのかな。っていうのを新しくここに申しあげます笑。 
ほっかい うけたまわりました笑。 
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中谷 今までは原泉の茶畑的なものを風景と捉えてきたけど、やっているうちにこれも風景と捉
えられるよねと思ってきた。今東温のチラシは近距離と長距離を重ねたデザイン、多重露光みた
いなイメージ。このあたりからアプローチするやり方もあるのかなと。ちょっと悩む。 
… 
中谷 原泉・泉はアーティストとコラボしてたり、建築の人、音楽の人、建築の人とのコラボレ
ーションの要素が、パフォーマンスなんだけど観客がパフォーマーを見て、だけじゃない要素が
たくさん入ってる。一番原泉が整頓されきってない感じっちゅうか、より雑多な、悪い意味じゃ
なくてね。色んなものが詰まってる感じ。（今言ったような）このくくりがいいかどうかはわから
ないけど、別の切り口。例えば人数とか？ソノノチはもともとその切り口もあるし。あとは場所？
日本だけじゃなくて海外でもやりたいし、将来は世界地図になっていくかもしれんし。そういう
切り口もあるかな。 
 
●中谷の発案により名称『はらいずみ もやい』が誕生する 
中谷 タイトル、決めました。 
渡邉 急に決まったな笑。 
中谷 「風景によせて 2021 はらいずみ もやい」はどうでしょうか。決めましたっていうか、
提案します笑。共同で 1つのものを所有したりすること。という意味と、共同で行う、使うとい
う意味があるんです。共同っていうのは他のアーティストさんと共同する部分と、美術に俳優さ
んが腰掛けたり、絵を描いたり、叩いたり、そういうアイデア。そういう風に 1つのものを一緒
に使って行く感じ。あと、原泉のもやのイメージもある。山から煙がブワーってでて真っ白にな
る。そういうもの絡めてもやいはいかがでしょうか。あわいと対を成してる感じ、シリーズ感も
感じるし。 
 
●「表現としてのチラシ」を目指す中、しのびよる〆切 
中谷 やっぱり作品の中身、表現としてのチラシっていうのもあるから、中身をもう少し決めた
い…でも開幕のときにあったほうがいいんちゃうかな。（原泉アートデイズ！の）お客さんのピー
クが 16・17に一回来るから、この土日に配れるとかなりいいんじゃないかなと思いますよ。 
 

210905 
●会話の流れから「透明な板に人が現れる」アイデアが誕生する 
中谷 大地リスペクトで。（原泉と東温の）チラシ同士がつながる、ってのはどうですか？ 
ほっかい つながる！…いいですよ！ 
中谷 本当ゆりちゃんは人の言うことを否定しないのがいいね。 
ほっかい パズルみたいにね。 
日向 何種類かあるって感じですかね？ 
ほっかい そうね、複数種類がある。 
中谷 もやい結びでつながるようなね…なんかさ、ふとフォトみたいな感じで人の形が切り抜い
てあるんやけど、一瞬だけその構図がある、みたいなね。いないところに人を出現させられる、



 5 

みたいな。ふとフォトを進化さす？毎年出してる、ふとフォトを毎年進化させてるみたいなさ。 
ほっかい いいね！ 
中谷 いまゆりちゃんの zoomのアイコンみたいな透明なオーロラ色のシートつくって、ファン
シーな世界に生きるみたいな笑。 
ほっかい 透明な板に人を現せるような？ 
中谷 それはそういう作品でいいんじゃないかという気もするな。あ、でもそれを展示期間置い
とく、みたいなね。上演しない期間、それを見てもらえるように。前はカカシ立ててたけど、今
回は透明のフィルムに人を…やりたい！まず透明のシートにどう印刷したらいいのか。 
 
●「透明なチラシ」のアイデアと「広報用の情報性のあるチラシ」をどう両立させるか？ 
中谷 そのチラシでいくんやったらその線で行くんやけど、広報的なチラシはいるんでしょう
か？ 
渡邉 アートデイズに来るお客さんにはいいけど、それ以外のお客さんにとってはよくわからな
いものになっちゃうかも。ふとフォトはアートデイズのチラシと一緒に渡してました。 
ほっかい ふとフォトはどの風景も切り取ってねっていうテーマだったから、 
中谷 ふとフォトは先取りって感じやん、まだ風景見てないけどっていう。タコパ行ってないけ
ど棒だけもらうみたいな。だから試食くらいの物が必要なんかなっていう笑。でもそれやとアー
トデイズのチラシが意味なくならへんかな。一応その一部やからさ、情報はそっちに載ってるわ
けやからさ、二重にチラシを出さずにもっとイメージを伝えるものをつくったほうがいいん？ 
渡邉 僕たちはその日に来てほしいわけやから、それに合わせてアートデイズに行こうと思って
もらえるようなチラシを作りたい。 
中谷 うーん。ちょっとアイデアを出す時間がほしいかな。考えておかなかった自分の反省でも
あるんですけど。それを事前に渡すことで、その日にアートデイズにいこう！って思うようなも
の。 
 

210911 
●「透明のチラシ」と「情報のチラシ」は分け、「透明のチラシ」はグッズにする方向が見えはじ
める 
中谷 原泉のチラシは透明のやつをもう一回実験する。それをじゃあどう使うのか、チラシにな
るのか？というところが次の議論。気安く配れない料金になっちゃう。手配り限定用＋配布する
仮チラシがあるのか、とか。 
… 
中谷 めくるのか、ハトメでとめるのか。そういうのが上演日とか書いてる。ほんまは透明でタ
イトル、透明で人がいっぱい、それと情報の書いてる紙。それをハトメでとめて、めっちゃいい
な、しぶいな。でも誰がこれとめるんや。 
日向 （ハトメのところ）もやい結びできそうですね。 
中谷 ここでもやい結び登場！ 
森岡 むしろポストカードサイズにしてグッズとか…そこまでするならね。 
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中谷 そのための専用の機械を買わなあかんけどな。ハトメうちパンチ、みたいな。 
ほっかい 今送ったみたいな、ファイルでまとめるみたいなね。 
中谷 洒落てるな！半透明の封筒にタイトルだけ刷って、中に情報とかタイトルカードとか人の
OHPとか入れて売り出す。チラシはそれの簡易版くらいのイメージ。目的は 27・28にその日に
公演があることを伝えることだと思ってるから。 
 

210919 
●ロゴのレタリングへのこだわり 
中谷 原泉のチラシ。ゆりちゃん今回なかなか攻めててかっこいいな！ 
ほっかい 攻めが止まらない感じになっちゃったんで笑。ポイントはもやい結びのモチーフで文
字を作ってるところ。ポストカードは表風景、裏情報だとあまりロゴは出すタイミングが無いと
思うので、それで攻めました笑。 
中谷 すごくいいね。一個一個の文字が独立せず、全体が構造体になっているところがコンセプ
トに合っていてすごくいい。読みにくいと言う人もいるかも知れませんが。 
 
●『透明チラシ』の色のイメージ 
中谷 色のイメージが青っぽいのは風の感じ？ 
ほっかい かずちゃんの透明シートの写真見ていて、空に青の文字がきれいだなと思って。グラ
デーションテイストもいい感じかな、紐の繊細さを出すために。 
中谷 実験してみた感じ、空に浮かべることを考えると色がもう一段回濃いほうがいいかも。今
のシアン位な感じから、ブルーと紺とかコバルトに近づけるように。グラデーションにしたとき
に色が近いかな？ 
ほっかい あと上演が 11月やから、秋の紅葉っぽい感じの色になってもいいし。 
中谷 原泉は山が杉やから、紅葉しないんですよ。ずっと深緑。りえこちゃんのペイントの色が
少し優しくなるくらい？だからこの方向でいいと思います。 
 
※「透明のチラシ」はこの回を境に、「ポストカード」と呼ばれるようになります。 
 

211017 
●「ポストカード」を「ふとフォト」と呼ぶことが 10月の滞在中に決まる 
中谷 これをふとフォトと呼ぶことにしよう、と 10 月で決まりました。ふとフォトは概念で、
四角い窓じゃなくてもふと止まって写真を撮るものはふとフォトなんじゃないかと思うんです
が、いかがでしょうか。バージョン 2.0 という形でイメージしております。 
 

211024 
●「ふとフォト」と「サウンドスケッチ」の融合 
中谷 もともとポストカードという名前でつくってきた商品をいちろーくんとのコラボグッズ
に進化させる話。QRと紹介文が同じサイズの紙で、それが更にOHPと重なったら嬉しいなと。
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これは私の願望なんですけど、今まさに本番に向けての練習をしてくれていて、曲は準備してく
れています。曲の内容としては泉の風景によせていちろーくんが書く音のスケッチ。いつも習作
っぽい音のスケッチが来るんですけど、おそらく同じように 3曲くらいを送ってもらう。決めた
いのは商品の名前、QR コードの紙の上に乗せる言葉、これが相談したかった内容です。サウン
ドトラックというにはボリュームがないので、ふとフォトと絡めて、重ねて観る音楽、というこ
とがわかればいいなと。サウンドトラックとか、音源とか、そういう言葉を今考えている。 
ほっかい 音のスケッチって素敵だなと思ってましたよ。 
neco はらいずみもやいの音楽でもいい気がしますね。 
日向 サウンドスケッチとかどうでしょう。 
中谷 スケッチっていうのはいいと思うかな。完成されたものじゃないと言うか、これからパフ
ォーマンスで弾くものの過程にあるものだから。トライしてるもの、今向き合ってるもの、リア
ルタイムなもの。 
 
●「風景便」という名称の誕生 
neco ふとフォトレターセット、みたいな？ 
日向 ふとフォトパック。 
中谷 コンセプチュアルなやつ言ってもいいですか。「あのねセット」行ってきたよ、みたいな。
作品を持って帰るような印象だとすると。「あのねこんな風景を観たんだよセット」笑。 
日向 風景を切り取るから、トリミングパック？髪切られてる感がすごい笑。 
中谷 ブックレット的な路線でなんかないかな。プロセス便、みたいな感じで～便とか？風景便、
いいね。シュッとしてる。 
neco もはや何かわからない感じも笑。サウンドつき風景便。風景便サウンドセット、風景便サ
ウンドパック。 
中谷 私は好きな響きだよ笑。風景便にふとフォトもサウンドも含まれてる感じかな。 
neco 風景便までで商品名で補足に説明を入れる？ 
N あのグリーティングカードもふとフォトの一部とするかどうかって悩むよね。セット内容、
ふとフォト＋サウンドスケッチでわかるか。風景便って毎回作れるよね。そしたら商品名として
は『～はらいずみ もやい 風景便』、セット内容がふとフォト、サウンドスケッチか。決まった
ぞ！ 
 
そしてその後もミーティングを重ね、「風景便」は完成していった… 


