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10月23日（金） 15:00～16:00
　　24日（土） 15:00～16:00

10月25日（日） 16:00～18:30
フィードバックセッション オンライン配信

最終プレゼンテーション オンライン配信

Lab



APAF（Asian Performing Arts Farm）は東京芸術祭の中でアジアの人材
育成を担っているプログラムです。今年度の開催に向けまず考えたのは、この
パンデミック禍でいかに舞台芸術の人材育成が可能か？でした。APAFの考
える人材育成は、アジアのメンバーでの「交換」により新たな視点や思考を自
身のフィールドにフィードバックし、ローカルとグローバルの双方に活動を開い
ていくことです。海外のアーティストたちにオンラインで「接続」すると、私た
ちの置かれている隔離状況（もちろん現在進行形ですが）に「断絶」を感じる
と同時に新たな「交換」の可能性を感じました。今だからこそ得られる未来へ
の視点がある、その直感を『Anti-Body Experiment』というテーマに託し、
原則オンラインでの開催を決めました。

蓋を開けてみるとパンデミック禍にありながら（むしろだからこそ）例年の３
倍以上の参加応募があり、約２ヶ月の間アジアを繋いだオンライン上のファー
ムでは様々な実験が行われました。Labは「交換」の実験、Exhibitionは
「距離」の実験の場だったといえるかもしれません。そしてこの実験は観客と
の「接続」、「交換」によって初めて結果を見ることになります。実験は常に
未来に向かいます、それがどんな姿をしていようと、アーティストも観客も共
に未来へ歩む力となるのが芸術です。行きましょう、未来へ。

この半年の間、オリンピックも延期になった東京で、10月に舞台芸術のフェス
ティバルを開催できるのか、東京芸術祭開催に向けて本当にたくさんの方が
芸術の力を信じ、答え合わせのできない問いに向かい続けました。こうして東
京芸術祭、並びにAPAFを開催できることを心から嬉しく思い、開催に向け
尽力されてきた方々、そして劇場にご来場いただいた方、世界中からアクセス
していただいている方、全ての方々に感謝御礼申し上げます。今後とも東京芸
術祭ならびにAPAFをどうぞよろしくお願いいたします。
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1976 年生まれ。演出家。東京デスロック主宰。古典から現代戯曲、ダンス、パ
フォーマンス作品まで幅広く手がけ、現代社会に於ける当事者性をアクチュア
ルに問い続けている。子どもや演劇を専門としない人との活動、韓国、東南ア
ジアとの海外コラボレーションも多数手がけ、演劇の協働力を基にボーダーレ
スに活動する。2010年より富士見市民文化会館キラリふじみ芸術監督に公立
劇場演劇部門の芸術監督として国内歴代最年少で就任、3期9年間務める。
2014年「가모메 カルメギ」が韓国の第50回東亜演劇賞演出賞を外国人とし
て初受賞。青年団演出部。四国学院大学、女子美術大学非常勤講師。

Junnosuke Tada多田淳之介
APAFディレクター

APAFディレクター ごあいさつ

Photo: Toru Hiraiwa



APAF Lab
APAF Labは、次代の舞台芸術を担う人材が文化や国籍を超えて集まり、作品など
の成果物が目的ではなく、ディスカッションやレクチャーを通じて新たな価値観を養
い自分自身の活動の「根」を広げていくためのアートキャンプです。今年はアジア17
カ国105名の応募の中から8カ国8名のメンバーが選ばれ、約2か月間オンライン上の
リビングルームに集まりエクスチェンジを重ねながら各自のリサーチに取り組みまし
た。

リサーチにあたっては、思考のきっかけとして、新たな視点や行動を誘発するための
4つの「trigger（トリガー）」から各自一つを選択しています。

４つのTriggers（トリガー）
「Isolation(s)」「R/Evolution」「Prayer: Unseen」「Nature/Object」

本日の最終プレゼンテーションではそれぞれのリサーチを動画にして発表します。現
在の彼らの世界への視座でもあります。また、フィードバックセッションでは、メンバ
ー達に伴走してきた3名のファシリテーターの進行で、ゲストからのフィードバックと
共に2か月間のLab全体についても振り返ります。

P R O G R A M

・アレクシス・カン（中国）

・スナヤナ・プレムチャンデル（インド）

・ネス・ロケ（フィリピン）

・山口惠子（日本）

・ニア・アグスティーナ（インドネシア）

・ショーン・チュア（シンガポール）

・ジュンイ―・マー（マレーシア）

・ボルム・カン（韓国）

最終プレゼンテーション① 最終プレゼンテーション②
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世界的な感染症禍で開催された本年度のAPAF Labは、設定された
「トリガー」に応答しながら、「今」を検証し、今後の可能性やその先
の新たな創作の方向性を展望する場となりました。

オンライン上に設けた「リビングルーム」に集合し、ミーティングをする
頻度が高まるにつれ、A P A F  L a bは、安全かつダイナミックなスペ
ースとして、相乗効果を生み出し、社会政治学的、あるいは文化的背
景が異なるアーティスト同士がオンラインを使った様々なクリエーショ
ンの意見交換をリモートで行える場となりました。

私たちは、皆さんが私たちと繋がり、共に参加アーティストたちの成果
を広く享受し「共有」してくださることを歓迎します。オンラインでのプ
レゼンテーションのほかにも、「APAF  Lab Gallery 」を設け、アーテ
ィストたちのプロセスや文脈に対し、みなさんにさらに理解を深めて頂
くための「マップ」も用意しました。

バーチャルな環境下で、集まり方、コミュニケーションへの制限が課さ
れ、また私たちは現在も非常に不安定な状況に置かれています。今回
の公演は「完成版」としてご覧いただくというよりむしろ、可能性を秘
めた「種子」を芽吹かせ、現在進行形で発展させていくものです。

これらの「種子」たちと繋がり、共に育み、この試作の時に発芽させま
しょう。ともに集い、種を蒔いたことが、社会に対する我々からの回答
です。この種子たちが、やがて皆さんとの数々の共同製作やコネクショ
ンの節目や始まりとなることを願ってやみません。また、我々が連帯す
ることが、持続可能な循環性が可能な未来に向けて不可欠な癒しとし
ての抗体となることを心から期待します。

みなさまの“接続”をお待ちしています。

JK アニコチェ、アルシタ・イスワルダニ、武田 力

ファシリテーターコメント



パフォーマンス作家。芸術・文化・社会発展を交差させる活動をおこな
い、その内容はブラックボックスでのパフォーマンス創作や、多様なコ
ミュニティとの関わりを通じた作品制作を行うなど多岐にわたる。分
野にとらわれないパフォーマンス集団 Komunidad X の創設メン
バー。また現代文化の研究団体 Sipat Lawin Inc. の芸術監督や、さ
まざまな芸術祭のフェスティバルディレクターを務める。近年では
ニューヨーク、台湾、上海などでも活動を展開。昨年のフェスティバル/
トーキョー19では体験型パフォーマンス『Sand (a)isles』を発表。

（フィリピン）
JK アニコチェ

ファシリテーター　プロフィール

1983年生まれ。演出家、民俗芸能アーカイバー。大学で教育学を学
び、幼稚園に勤務。その後、チェルフィッチュに俳優として参加し、欧
米を中心に活動するも、東日本大震災を機に演出家に。「警察からの
指導」「たこ焼き」「小学校教科書」など身近な物事を素材とし、また
限界集落の民俗芸能の復活／継承を手掛けるなどして、観客ととも
に現代社会を思索する。近年はフィリピンや上海で制作や、中国・武
漢でアートスペースを展開している。横浜市芸術文化振興財団
2016,2017年度クリエイティブ・チルドレン・フェローシップ、2019年
度国際交流基金アジア・フェローシップに選定された。

（日本）
武田 力

©瀬尾憲司

1986年生まれ。俳優、パフォーマンス作家。様々な文化・分野横断的
なアプローチでパフォーマンス・トレーニングを研究。マーシャルアー
ツ、ジャワ舞踊、スズキ・トレーニング・メソッドの他、パフォーマンス
手法として民族誌学を学ぶ。アジア地域間のコラボレーションに参加
するほか、国内および国際フェスティバルでソロパフォーマンスも発
表。個人と社会両方の問題に切り込んでいくことを企図した舞台芸術
の探求と創作に取り組む演劇集団 Teater Garasi / Garasi Perfor-
mance Institute のメンバー。APAF2019 Labの参加者。

（インドネシア）
アルシタ・イスワルダニ

Photo by Rita
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当初は昨年同様日本とジョグジャカルタでアートキャンプを実施する予定でしたが、
新型コロナウイルスの影響で、リモートでの開催を模索。アジア各国のコロナの状況
をみながら進めていきます。

5月

アジアを拠点に活動する演出家、振付家、劇作家、ドラマトゥルクなど舞台芸術の企画にお
いて中心的な役割を果たす作り手を対象に公募しました。

2日、参加メンバー募集開始

20日、トリガー決定
研究テーマを深めるきっかけとなる「Trigger（トリガー）」を４つ設定。Lab参加メンバーには
応募の段階で興味を引く１つを選択して思考を広げてもらいます。
『Isolation(s)』 (Isolation：隔離、孤立）
『R/evolution』(Revolution：革命、Evolution：進化)
『Prayer: Unseen』(Prayer：祈り・祈る人、Unseen：見えない)
『Nature/Object』(Nature：自然、Object：対象)

８名の参加メンバーが決定！
19日、参加メンバー発表

全員がZoomで集まる場所を「リビングルーム」とし、
その活動日を“Living Room Gathering”としまし
た。第一回目は自己紹介。終了後にはウェルカムパー
ティを実施し、オンライン上にありながら立食パーティ
ーのように各自移動して自由に話せる交流の場となり
ました。

20日、活動初日

中旬、ファシリテーター決定、開催決定4月

6月

活動は週１度。前半期間では、ファシリテータープレ
ゼンテーション、アイスブレイク、１人ずつのリサーチ
テーマの発表やフィードバックを実施。それぞれのリ
サーチテーマに対してファシリテーターやメンバーか
らも質問をしたり、ヒントになりそうな情報をシェアし
合います。

Lab前半

7月

17か国105名の応募者があり、書類選考、オンライ
ン面談を行いました。

募集〆切、一次選考（応募文）、
二次選考（面談）

8月8月

プロセスノート
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9月

中間プレゼンテーションを受けて、参加メンバーから、Zoomセッションの提案がありました。
Lab時間外の活動も自主的に生まれるようになりました。

19日、時間外セッション

17日、中間プレゼンテーション
ファシリテーターより「このコロナ禍に、舞台芸術（パ
フォーミングアーツ）は有効なのか？ それはなぜか？
を考えながら聞いてください」とのイントロダクショ
ン。
１人10分のプレゼンテーションは、資料、動画、アプリ
によるコンテンツを自作したり、パフォーマンスをしたり
と様々な方法で行われました。フィードバックセッショ
ンではYoung Farmers Campメンバーからいくつか
質問があった他、終了後の交流会ではAPAFの各プロ
グラムを越えた直接のコミュニケーションが初めて生
まれました。

10月

活動日は週２度。トピックを決めてディスカッション。パンデミック禍の記憶を書き出したり、
瞑想をすることでロックダウン中の感覚をシェアしました。

24日　Lab後半

レクチャー実施
１日、レクチャー①　講師：熊倉敬聡（現代アートやダンスの研究・批評・実践者）
「米」を食べるEating Meditation（食べる瞑想）を通し、「米」に対する「コモン・センス」
（共通認識）を問い直し、その問い直し自体を分有するワークショップ

８日、レクチャー②　講師：イカ・フェルナンデス（都市開発・文化研究者）
開発、文化の橋渡しをどうするか、人の関係性をどう構築するのかなど、都市計画、平和構
築、研究者としての思考を共有しディスカッション

12日、レクチャー③　講師：内野儀（演劇研究者）
パフォーマンス・スタディーズの専門家として「すべての事象はパフォーマンスとして研究する
ことができる」との視点から、コロナ・ポストコロナの状況についてレクチャー

23・24日　最終プレゼンテーション　

25日　フィードバックセッション

プロセスノート



Photo by Wang Yuanqing

1992年生まれ。コンテンポラリーダンサー、パフォーマー。香港で生まれ、
幼少期をマカオで過ごす。2014年、BeijingDance/LDTX（北京雷動天下
現代舞団）入団。2020年退団、ソロアーティストとして活動を始める。異な
る芸術ジャンルとの創作に関心を持ち、分野横断的なコラボレーションや
挑戦の機会を探っている。2013年に第13回マカオ・シティ・フリンジ・フェ
スティバルのSolos/Duets Showcase、2017年にMacau CDE Spring-
board 2017に招聘。2021年の第31回 Macao Arts Festival（澳門藝術
節）にて新作発表を予定。

アレクシス・カン
（中国）

メンバープロフィール

最終プレゼンテーション①※掲載は発表順です

1993年生まれ。演出家、シアターメーカー、キュレーター。コミュニティとの
関わりに焦点を当て、ジェンダーと政治・社会をめぐる議論を扱い、フェミニ
ズムの視点から作品を手掛ける。経済学の学位取得後、劇作や演出を学
び、ランガ・シャンカラ劇場のプログラム・コーディネーターとして勤務。イン
ドで開催されるGender Bender 2019に選定される。オンラインディス
カッション・パフォーマンスシリーズExploring Exciting Textsのキュレー
ター。バンガロール（現ベンガルール）の演劇グループKathaSiyah Trustの
創設メンバー兼共同芸術監督。

スナヤナ・プレムチャンデル
（  インド）

1991年生まれ。舞台・映画俳優、ドラマトゥルク、エデュケーター。2009～
2018年、マニラを拠点とするコンテンポラリー・パフォーマンス・カンパニー
Sipat Lawin Ensembleのメンバーとして活動。現在、東京藝術大学の大
学院に在籍し、都市空間におけるサイトスペシフィックな介入を、パフォーマ
ティブな行為として捉え研究を行う。2019年のBIPAMではアルフィアン・
サアットの『The Optic Trilogy』リーディング公演、2020年はビジュアル
アーティストのラルフ・ルムブレスの映像作品『Sa Pagitan 1: Mekong 
River』に出演。

ネス・ロケ
（フィリピン）

1986年生まれ、京都在住。俳優。松本雄吉演出作品、マレビトの会、したた
めなどの公演に出演。りっかりっか＊フェスタ（沖縄）では俳優、演出助手と
して国際共同制作に多数参加。2011年に演劇グループBRDGを立ち上げ、
インタビューやフィールドワークを元に創作活動を始める。2020年に日本・
フィリピンの青少年とフィリピンの劇団PETAとの共同制作を行う。移動す
る人々の人間模様に興味を持つ。京都・東九条のカフェでラジオも放送中。

山口惠子
（日本）
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Photo by Mish’aal

1989年生まれ。リサーチャー・アーティスト。体系的アーカイブ、人間性の
不思議、戯曲の参加型枠組みにフォーカスした活動を展開。ナショナル・
アーツカウンシル・シンガポールの奨学金により、ニューヨーク大学ティッ
シュ芸術学部舞台芸術学の修士号を取得。Bras Basah Open: School 
of Theory and Philosophyの創設メンバー。soft/WALL/studsの運営
メンバー。

ショーン・チュア
（ シンガポール）

1989年生まれ。ジョグジャカルタ拠点。インドネシアのダンス業界におけ
る若手の育成に従事。2015年、Paradance Platform設立。2016年より
Indonesian Dance Festival共同キュレーター。2017年より、夫のアフ
マド・ ジャリドゥと共にパフォーマンスアートおよびパフォーミング アーツ
の批評ウェブサイトgelaran.idを運営。2020年2～3月、国際交流基金ア
ジアセンターのアジア・フェローシップ・プログラムにより来日し、ダンス
業界の若手のためのプラットフォームをリサーチ。

ニア・アグスティーナ
（インドネシア）

ⓒSang Hoon Ok

1991年生まれ。ソウル拠点。演出家。韓国社会で抑圧されている声を、演
劇的アプローチによって明らかにすることに関心を寄せる。近年ではアフ
リカ系移民や女性労働者に焦点を当てた作品を発表。現在、韓国内の
#MeToo運動を背景に、安全な創作環境の確立を模索。ほか、ドキュメン
タリー・シアターのさまざまな手法を用い、個人と社会の問題とをつなぐ
作品づくりを目指す。2020年の韓国文化芸術委員会Creative Acade-
myフェロー。

ボルム・カン
（韓国）

1991年生まれ。建築家として研鑽を積み、人間がどのように空間を使用
し、空間がどのように人に影響を及ぼすかに関心を持つ。現在、約280坪
のアートスペースKongsiKLを小規模なチームとともに運営し、分野横断
的なパフォーマンスコラボレーション『Seri Tiga』シリーズなど、プロジェ
クトやイベントを多岐に渡ってプロデュース。さまざまな都市介入型プロ
ジェクトへの参加や、クアラルンプールでリサーチプロジェクトなどに携
わる。

ジュンイー・マー
（マレーシア）

Photo by Low Pey Sien
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メンバープロフィール

最終プレゼンテーション②
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APAFディレクター
多田淳之介

APAFコミュニケーションデザインディレクター：相磯展子

アートトランスレーション（*Art Translators Collective）
日英通訳：相磯展子 *、山田カイル *
日英翻訳：相磯展子 *、水野響 *、樅山智子 *、山田カイル *
アートトランスレーターアシスタント：春川ゆうき *、森本優芽、清家愛 

広報
編集・執筆：河野桃子
デザイン：佐々木俊、中西洋子（株式会社AYOND）

APAF制作オフィス（合同会社 syuz’ gen）
チーフ：植松侑子
谷 陽歩、神林遥、水戸亜祐美、増田祥基

東京芸術祭実行委員会事務局
APAF事務担当：石戸谷聡子

東京芸術祭実行委員会
［顧問］福地茂雄（公益財団法人新国立劇場運営財団・顧問）
［委員長］近藤誠一（元文化庁長官）
［副委員長］藤田力（豊島区文化商工部長）、
　　　　　  三好勝則（公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京機構長）
［委員］市村作知雄（フェスティバル /トーキョー実行委員会副委員長）、
            小澤弘一（公益財団法人としま未来文化財団事務局長）
            七海友信（日本放送協会制作局＜第５制作ユニット＞音楽・芸能チーフディレクター）
　　　 古屋留美（東京都生活文化局文化振興部長 )
［監事］山内真理（公認会計士山内真理事務所 )

東京芸術祭プランニングチーム
［総合ディレクター］宮城聰
［フェスティバル / トーキョー 共同ディレクター］河合千佳
［としま国際アート・カルチャー都市発信プログラム ディレクター］杉田隼人
［APAFディレクター］多田淳之介
［芸劇オータムセレクション ディレクター］内藤美奈子
［フェスティバル / トーキョー ディレクター］長島確
［としま国際アート・カルチャー都市発信プログラム  ディレクター］根本晴美
［東京芸術祭国際事業 ディレクター］横山義志

東京芸術祭実行委員会事務局
［事務局長］高萩宏
［事務局次長］樋口桂、小澤弘一
［アソシエイト・ディレクター］ヲザキ浩実
［事務局長補佐］杉谷正則
［経理］アスタービジョン株式会社（谷田信生、石鍋由紀子）
［庶務担当］村岡宏太
［庶務］室内直美
［票券］宍戸円
［教育普及プログラム］千德美穂
［制作補助］半澤裕彦
［広報コミュニケーター］冠那菜奈
［広報］岩渕美生
　　　　福島藍（株式会社電通パブリックリレーションズ）
　　　　青木行徳（株式会社電通パブリックリレーションズ）
　　　　渥美資史（ツナガル株式会社）
　　　　野田千尋（ツナガル株式会社）
　　　　佐野圭介（ツナガル株式会社）
［APAF事務担当］石戸谷聡子
［豊島区事務調整担当］栁下弥
［としま国際アート・カルチャー都市発信プログラム事業担当］小笠原愛、師岡斐子
［芸劇オータムセレクション事務担当］立石和浩
［フェスティバル /トーキョー事務担当］葦原円花
［アートディレクション］村上雅士（emuni）
［ウェブサイト設計・デザイン］株式会社ロフトワーク
［海外広報・翻訳］オフィス宮崎

主催：東京芸術祭実行委員会 ［豊島区、公益財団法人としま未来文化財団、フェスティバル /トーキョー実行委員会、
          公益財団法人東京都歴史文化財団（東京芸術劇場・アーツカウンシル東京）］
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発
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Exhibition

メンバー：35歳以下 メンバー：29歳以下メンバー：35歳以下

9月10日～開始日

11月下旬公開予定
最終レポート公開

7月10日～開始日

10月22～25日
オンラインにて作品発表

8月20日～開始日

10月23～24日
公開プレゼンテーション

10月25日
フィードバックセッション

各プログラムごとに実施期間を経て、公演やプレゼンテーションやレポート等で APAFの体験をアウトプットします。これらの
積み重ねにより、これからのアジアの舞台芸術シーンを担うアーティストやプログラムを輩出する“Farm”を耕していきます。

APAFとは?
Asian Performing Arts Farm（APAF：エーパフ）は、アジアのアーティストたちが相互交流
によって創造する力を高め、文化や国境を超えて活躍する人材への成長を目指す、東京芸術祭
内の人材育成プログラムです。プログラムとして、創ることで枝 “葉” を伸ばすための
「Exhibition」、自身を深めて “根” を広く強く張るための「Lab」、自分自身に最初の “種”
を植えるための「Young Farmers Camp」の３つの “場” を設定しました。

2020（令和 2年） 11:00 14:00 15:00 17:00 19:0016:0012:00 13:00 18:00 20:00

（木）
Thu22

（金）
Fr i23

（土）
S a t24

（日）
Sun25

17:00-21:00 Lab Final Presentation Video Screening
最終プレゼンテーション映像上映 アトリエ①②

11:00-21:00 Lab Final Presentation Video Screening
最終プレゼンテーション映像上映 アトリエ①②

11:00-16:00 Lab Final Presentation Video Screening
最終プレゼンテーション映像上映 アトリエ①②

Exhibition ONLINE
R

劇場
11:00～

Lab Feedback session
フィードバックセッション ONLINE

R16:00-18:30

10

15:00-16:00
Lab
Final Presentation 
最終プレゼンテーション

ONLINE

①

15:00-16:00
Lab
Final Presentation 
最終プレゼンテーション

ONLINE

②

Exhibition ONLINE
R

劇場
18:00～

Exhibition ONLINE
R

劇場
18:00～

『フレ フレ Ostrich!! Hayupang Die-Bow-Ken!』+ Happy Birthual Tamago PartyExhibition
計 2時間（予定）Total of 2 hours (TBC)

Tokyo Metropolitan Theatre, Atelier EastアトリエTokyo Metropolitan Theatre, Theatre West劇場東京芸術劇場シアターウエスト 東京芸術劇場アトリエイーストスケジュール お好きな場所で From anywhere 要予約  Reservation Required


