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授業の目標（Course Objectives） 

身体を精確に体験しなおすこと。  

 

Precisely (re)experience the body.  

 

授業の内容（Course Contents） 

 世の中の人は、その大半は、身体をもっています。幽霊さえも、しばしば身体をもっています。雑踏を見わたせば、あちらにも身

体、こちらにも身体……があります。とにかく様々な身体が、世界にはあふれています。しかし、身体が「あふれている」ことは、身

体が「ありふれている」という意味ではありません。 

 ある人の身体は、ほかの誰の身体とも置き換えることのできないものです。つまり、一見意外かもしれませんが、「意識」や「考え

方」よりも、「身体」のほうが、ある意味で、個性的だとすらいえるのです。どんな身体であれ、ありふれたものなどありません。 

 しかし、正確さを欠いた眼（日常を生きるなかで、どんどん差異に鈍感になっていってしまう）には、そう見えてしまうらしいので

す。そうだとするなら、「ありふれていないもの」、「途方もないもの」こそが「あふれている」のを見るためには、世界の過剰さにふ

れるためには、緻密な眼（あるいは、緻密な身体）の育成が、おそらく必要だといえます。 

 しかし身体は、あまりに身近なものであるがゆえに、あるいは、身「近」どころか「身そのもの」であるがゆえに、その個性がよく分

からないというのも、また事実だろうとおもいます。そもそも、私たちは自分自身の顔も全身像も直接見ることができませんし（鏡に

写っている自分の顔は左右反転しています）、自分の身体がどのように機能しているのかもよく知りませんし（たとえば、内臓がい

まちょうどなにを消化・吸収しているのか、精確に知っている人は、ほとんどいないはずです）、自分の身体がどこまで非日常的な

ものに変身できるかもよくわかっていません（おもいきって大胆な格好をはじめてした（あるいは、これからしようとしている）ときの

感情を想起してみてください）。 

 日常的な身体の使い方が、きわめて限定され、制限されたものである以上、人間の身体がもっているポテンシャルは、その狭い

枠内でしか発揮されていません。身体のポテンシャルがどれほどのものなのか、身体はなにをなしうるのか、どんなふうにはたら

くかが分かるのは、身体が日常性の外に出るとき、あるいは、決まった枠組の外に出ざるをえないときのことです。そのような営

みを、ここでは仮に「表現」と呼ぶことにします。 

 前置きが長くなりましたが、本講義が扱うのは、身体を日常的な制約の外に連れ出すような表現行為の歴史です（ひるがえっ

て、それは日常的な身体のありかたを見つめ直すことにもなるとおもいますが、それはあくまで副産物でしょう）。映画、文学、ダン

ス、彫刻、音楽、絵画、写真、衣服……などにおける、身体の表現をとおして、個々の身体が有する個性の途方もなさを、さまざま

な角度から考えてみたいとおもいます。関連する哲学・思想も、ジェンダー／セクシュアリティ／エロス論などを含め、適宜紹介し

ます。 

 以下に授業計画を記しますが、あくまで暫定的で、予定のとおり進むとはまったくかぎらないということを、あらかじめご承知おき

ください。  

 

 Most people in the world have bodies. Even ghosts often have bodies. If you look at crowds, there are bodies here and there, 

too. Anyway, there are various bodies overflowing in the world. However, the fact that the world is "overflowing" with bodies 

does not mean that bodies are "ordinary." 

 One person's body cannot be replaced by anyone else's body. In other words, it may seem surprising at first glance, but the 

"body" is, in a sense, even more individual than "consciousness" or "thought." No matter what the body, there is nothing 

ordinary about it. 

 However, eyes that don't see reality clearly (eyes that have become increasingly insensitive to differences in daily life) will not 

see this. If so, in order to see that "unordinary things" or "extraordinary things" are "overflowing," in order to touch upon the 

excesses of the world, a precise eye (or a fine body) probably must be trained. 

 However, it is also true that since the body is so close to us, or because it is not "close" to us but "is" us, we cannot 

understand its individuality well. In the first place, we cannot directly see our own face or full-body image (our face in the mirror 

is flipped left to right), we don't know well how our bodies work (for example, I guess few people know exactly what their internal 

organs are digesting and absorbing right now), and we don't know well to what extent we can transform our bodies into 

something extraordinary (please recall the emotions of when you started (or were about to start) a bold style.) 

 As our daily usage of the body is extremely limited, the potential possessed by the human body is manifested only within this 

narrow range. The time that we understand what the potential of the body is, what it can do, and how it works, is when the body 



goes outside daily life or outside our fixed framework. Such activities are tentatively called "expressions" here. 

 Although the introduction has become long, what this lecture deals with is the history of the act of expression that brings the 

body out of the constraints of everyday life. (On reflection, this will mean reconsidering the way of our bodies in daily life, but 

this will only be a by-product.) I would like to think about the extraordinary individuality of each body from various angles 

through the expression of the body in films, literature, dance, sculpture, music, paintings, photographs, and clothing, etc. Related 

philosophy and thought will be introduced as appropriate, including gender, sexuality and eros theory. 

 Please be aware that the lesson plan described below is tentative and may not always proceed as planned. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 身体とグロテスクなもの 

3. 亡霊=身体論（１） 

4. 亡霊=身体論（２） 

5. 身体／音楽（１）沈黙する映像 

6. 身体／音楽（２）身体を聴く 

7. 身体と倒錯 

8. ピナ・バウシュにふれる（１） 

9. ピナ・バウシュにふれる（２） 

10. 皮膚と表層の美学 

11. 身体愛（１）穴をあける、彫る、彩色する 

12. 身体愛（２）服をまとう 

13. 個／集団のゆらぎ（ソロ／群舞） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本をたくさん読み、映画をたくさん見、刺激的な作品にたくさんふれること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(75%)/中間レポート(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 


