
indivisible substance

『indivisible substance』
振付というものは「動き」を構成していく芸術であり、 動きを持つ全て

のものが振付可能である。 人の身体は自然物であり、 人の身体を振

り付ける = 自然物を振り付けると考えています。 そして私の振付家

としての野望は、 人の身体を超え、 様々な自然物を振り付けること

にあります。 細胞、 水などです。 

更に、 その考えは異なった様々なスケールにも及びます。 原子や

惑星などにも「動き」があるからです。

その考えが概念化されたものが、 今作品になります。 様々なスケールのもの

を混在させ、 人の身体と共にそれらを振付するという自身の考えを作品化

しました。  CGの中に様々なスケールのデータを混在させ、 人の身体と共に

それらを「動き」という共通言語で統合していくことで、 「動き」による空間が

立ち現れてきます。 楽曲を担当していただいたAOKI takamasaさん、

映像の松山周平さん(THINK AND SENSE)にも、上記のコンセプトを

共有し、それぞれの方向から「動き」の世界を創造しました。

ディレクション・振付  梅田宏明
出演  中村優希、林田海里、YULI
音楽  AOKI Takamasa
ビジュアルディレクション  S20
ビジュアルクリエイション  THINK AND SENSE
－テクニカル・ビジュアルディレクション  松山周平
プロダクション・マネジメント  田野入涼子
制作  S20
共同委嘱  Freespace, West Kowloon Cultural District (香港)、
　　　　  横浜赤レンガ倉庫1号館

Umeda Hiroaki 梅田 宏明
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横
浜
赤
レ
ン
ガ
倉
庫
１
号
館 　

ホ
ー
ル

3F

日本語

パンフレットQRコード

ENGLISH

Handout QR code



Photo : Tarumi Aya

東京都出身の振付家、ダンサー、ビジュアル・
アーティスト。
写真を学んだ後に身体表現に関心を広げ、 
特定のメソッドにとらわれずに視覚芸術
やデジタル表現も取り入れた領域横断的
なダンスアートを独自に追求。 2000年か
ら作品の発表を開始し、 2002年横浜ダン
スコレクションで上演した 『while going 
to a condition』 が国際的に評価され、 フラ
ンスをはじめ現在まで世界の40ヶ国、 150
以上の都市でパフォーマンス作品や身体
感覚にフォーカスしたインスタレーショ
ン作品を発表している。 サウンド、 映像、 
照明デザインも手がけ、 独創的なムーブメ
ントとデジタルテクノロジーが融合する
梅田の作品は、 ビジュアルアートの文脈で
も高く評価されている。
2022年4月に日本を代表するダンス拠点
のひとつである横浜赤レンガ倉庫1号館
の初代振付家に就任し、 新たな発想でダ
ンスの創作、上演、普及の活動を行う。
 http://hiroakiumeda.com/
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AOKI takamasa
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3歳よりクラシックバレエを
始める。日本女子体育大学舞
踊学専攻卒業。2014年より、
梅田宏明「Somatic Field 
Project」に携わり、コンテン
ポラリーダンスを中心に多数
の振付家の作品に出演してい
る。 また、身体を生かし映画
やアーティストのMV、企業の
宣伝映像作品等にも出演し、
活動の幅を広げている。
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梅田宏明 新作発表予定

12月7日 (水） 19:00、 12月8日（木）19:00　横浜赤レンガ倉庫１号館3Fホール

2023年2月11日 -12日

〈ディレクション・振付〉

1976年大阪府出身。 2001年初頭に自身にとってのファースト・アルバ
ム『SILICOM』 をリリースして以来、 LIVE、 DJ、 楽曲制作を中心に国際的
な活動を続ける。 2004-2011年はヨーロッパに拠点を置き、 2011年に帰
国。 国内外のアーティストの remix、プロデュース、 ミキシングも担当。
写真家としても活動。
 http://www.aokitakamasa.com/
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〈音 楽〉

THINK AND SENSE
多様化していく社会においてテクノロジーをベースとした複合的な
アプローチで枠組みの構築からソリューションの開発まで行い、社会実装
を試みるテクノロジカル・クリエイティブファーム。
 https://thinkandsense.com/
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〈ビジュアルクリエイション〉

〈出 演〉

〈出 演〉

〈出 演〉

熊本県生まれ。ドイツマンハ
イム音楽舞台芸術大学ダンス
アカデミー卒業。 2014-2017
年、The Ballet Company of 
South Bohemian Theatre
(チェコ)に在籍。 2018年9月
よりNoism1に所属。 2021年
よりフリーランスとして活動
している。
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3歳からクラシックバレエを
習い、その後ストリートダン
スに出会う。 POPPINGという
スタイルを軸に女性らしいス
タイルを確立させ、バトル、コ
ンテストにて数々の賞を獲得。 
現在メディアの振付、 演出、
キャスティングも行っている。
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制作
PRデザイン
ウェブデザイン
翻訳
舞台監督
演出部
舞台
照明
音響
映像テクニカル
記録映像
記録写真

小野晋司、中祖杏奈、谷峻哉、大野美菜子、太田郁子、中冨勝裕、大島尚子、川口眞人、小野塚央
矢内原充志（Studio NIBROLL）、木村薫（14product）
寺岡聡／坂本洋生（VE J）
コーリー・ターピン（OVERSTAND）
小林洋二（アファン）、黒岩泰夫、山﨑成、竹中覚、上村一秀、尾崎聡、湯山千景
原口佳子、前田淳
手塚雄治（JSS）、佐藤太一／金子葵／川前英典（横浜シミズ）、中井尋央(ステージワークURAK）
岩井哲也（JSS）、丸山武彦、古矢涼子、栗橋佳菜子、清家玲子、國吉博文、吉田一弥、久津美太地、下田めぐみ、小木曽千倉
畠智美（JSS）、田尾優子（アポロ）
須藤崇規、吉田佳弘（エディスグローヴ）
稲川悟史、須藤崇規、冨田了平、三上亮、宮田真理子
菅原康太、大野隆介

〈横浜赤レンガ倉庫1号館〉
小野晋司、熊谷敬子、中祖杏奈、大川志津子、谷峻哉、大野美菜子、吉田啓人、山澤真紀子、平野奈月
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