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ストックホルムでジャグリングを教えるジェイ。
ジャグリングプログラムの在り方について

PONTE に考えを寄せてくれた。
一番大事なのは、「意識的である」こと。
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DOCH について

スウェーデンにある名門ダンス＆サーカス学校 Dans och Cirkushögskolan、通称 DOCH（ドック）。D はダンス、O はア

ンド、 C はサーカス、H は大学という意味。元々はダンスとサーカスで別々の大学だったのが、合併して今の形になった。

DOCH のジャグリングプログラムは数々の突出したジャグラーを輩出している。ウェス・ペデン、パトリック・エルムナート、

トニー・ペッツォ、エミール・ダール、オンニ・トイヴォネン、ギヨーム・カルポウィッツ、アルットゥ・ラハティネン…。

これら錚々たるジャグラーの間には共通の「型」があるように語られることも多い。だがジェイはいわゆる " ストックホルム・

スタイル " の裏に本当に隠された " わけ " を語る。

ストックホルムのサーカススクールにおけるジャグ
リングプログラムの発端は、2000 年を迎える直前に
あった。当時マクシム・コマロが、シルクス・シル
ケーの、シルクスピロテルナという名のプログラムで
ジャグリングインストラクターとしてフルタイムで働
いていた。ところが学校を個人的な都合で離れること
になり、その埋め合わせとして 2000 年に初めて呼
ばれたのが私だったのである。そしてこれがその後続
くフォーマットになっていくことになる。ゲスト講師
が学校に来て、１週間滞在する、という形式だ。マク
シムが去って以降、学校にジャグリングの常勤講師が
いたことはない。この教育システムについても正式に
話し合ったことはなく、ただ急場凌ぎの解決策がその
まま発展していった、という感じがある。ところがこ
の偶然の結果が、実はプログラム全体にとってとても
重要で、益をなすものだったのである。

　ここ 16 年は、１ヶ月のうち１週間だけ講師が授業
をする、ということを続けている。通常は、吟味の末
選ばれたプロのジャグラーたちが小さな名簿に従って
ローテーションで授業をおこない、時々ゲスト講師が
呼ばれる、ということの繰り返しだ。
　核となる講師陣は何年も変わらず学校で教えている
のだが、誰一人として生徒の個人的な進捗に関して責
任を持つ人はいない。だから理論的には、生徒は講師
がいる１週間の間に取り組むべき新しいアイデアやコ
ンセプトを見つけて、それを残りの３週間で、次の講
師が来るまでに研究する、ということになる。
　このシステムのいい所は、様々に異なるユニークな

スタイルを持った人たちに出会うことができるという
点であろう。幅広い情報に触れることができるのは、
同じ授業で毎回決まった講師に教わる際にはない利点
だ。しかし同時に、講師が生徒と頻繁に顔を付き合わ
せることがないせいで、それぞれのジャグラーの進捗
に関して充分知る機会がないということにもなってく
る。というわけで、授業は主にそれぞれが紹介するコ
ンセプトの最も基礎的な部分から教えられる。生徒が
技術的についていけないことがないようにという配慮
だ。

　それまで習得してきたことと全く繋がりがない新し
いアイデアが次々に紹介されるというのは、時にすご
くエネルギーを必要とする。加えて、そのアイデアの
内容も個々人に合わせづらい。その点では一人の講師
が専属で、生徒に合わせて柔軟に中身を変えていく授
業形態のほうがいいかもしれない。ストックホルムの
このような特徴は、特定の素質を生徒に要求している。
それは、自分一人でも充分にやる気を保つことができ
るという素質である。定期的に見てもらって励まして
もらわないと上達していくことができない人にとって
は、講師が誰もいない３週間は長すぎる。これは一種
のパラドックスだ。プログラムに適した生徒というの
は、はじめから自分のやりたいことに関して強い意志
とビジョンを持っている人間であると同時に、柔軟に
新しいリソースに先入観なく対応できないといけない
からだ。そして何より、こういう素質を持った人とい
うのは、学校に入ってまでそれを習得する必要がない
のが普通だ。

ストックホルム スクールの秘密

◀︎ Onni Toivonen
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　教育的な環境で育っていく人は普通、コンスタント
なサポートと指導を好む。ストックホルムのジャグリ
ングプログラムにはそういったサポートはなく、これ
に適した生徒を見つけるのは容易ではない。

　試験は二年に一度行われ、まず応募の段階で、書類
とビデオを送ってもらう。期待できそうな受験生は、
１週間に渡る実地の試験に呼ばれる。最初の数日で何
人かが除かれ、そのほかの受験生は最後まで残ること
になる。そしてこの中から、プログラムに招待する生
徒を選出するのである。このやりかたでは、個々の能
力を正確に把握するのは非常に難しい。様々なことが
行われる試験の中で、受験生の専門分野を見るのに割
く時間はほんの数時間でしかない。普通ならこの時間
は技術を見るために使われるわけだが、ストックホル
ムでは、ジャグリングにおいて技術そのものが教えら
れることはないため、ジャグリングの能力を見る時間
は、代わりに候補者が参加したいと思っているプログ
ラムの具体的な中身について話すことに費やされる。
つまり、学校が生徒を選ぶのと同様に、生徒が学校を
吟味する時間でもあるというわけである。

　ここにおいて初めて、学校に常勤のジャグリング講
師がいないこと、ここでの生活がどのようなものにな
るのかということ、とりわけ講師がいない間の生活に
ついて具体的に知ることになる。また試験では、受験
生が自分の目標について話し、学校は本当にそのため
に適切なのかを確認する時間も設けてある。ただ大体
の場合生徒は、学校に入るために適当なことを言うも
のだ。同時期に複数の学校の試験を受けていることも
ざらで、ひとつでも多くの可能性を広げておこうとし
ている場合が多い。入校することが決まったにもかか
わらず、他の学校を選ぶ生徒も中にはいるかもしれな
い。嘘をつくのは簡単なのである。自分自身をも騙し、

「私は学校にとてもふさわしい人間なのだ」というこ
とを信じ込ませる。そしてあとになってストックホル

ムに居を移し、毎日学校に通う中で、本当に気づくの
だ。成功を手にするためにどれだけのエネルギーと専
心が必要なのかということに。

　ジャグリングは数あるサーカスの分野の中でも珍し
い特徴を持っている。失敗を犯すことが必ずしも命に
関わってくるわけではなく、特別な装置も必要としな
い、身体的な疲労も最低限であり、自分自身の批判的
な目で上達することができる。だから実を言うとジャ
グリングを習うのに特別な組織環境は必要としないの
である。

　そうなると今度はなぜジャグリングのプログラムな
どというものが存在しなければならないのか、その教
育の最終目的とはなんなのかということが、プログラ
ムを提供する側としては問題になってくる。組織とい
う境界線が、より能率の高い、意識的な練習をもたら
す、ということはある。それにより生徒が効率良い人
間になっていくことは期待できる。これはサーカス学
校の外ではあるいは容易に達せざることかもしれな
い。最低限のリソースを使って、最大限の効果を挙げ
られるようになるということ。

　ジャグリングの具体的な話でいうと、技やシークエ
ンスを作ること、何か創造的に新しいものを作ってい
くこと、に置き換えられる。そしてこれらのことを、
いかに少ない精神的、身体的エネルギーと時間で達成
し、無駄をなくすか。別に失敗をしない、ということ
ではなくて、失敗に費やす時間を余計に取らないよう
にし、かつその失敗から学ぶべき情報をしっかりと獲
得して次の機会に生かしていくということである。

　授業の内容は、学校が決めた方針の延長線上にある。
コンテンポラリーサーカスの学校なのだから、もちろ
んサーカスアーティストを養成することに主眼がある
わけだ。そうなると今度はコンテンポラリーサーカス

Arttu Lahtinen ▶

ストックホルム スクールの秘密
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とはなんなのか、そしてアーティストである、とはど
ういうことなのかを理解する必要が出てくる。この議
論は、これらの定義を伝統的なサーカスとは何か、エ
ンターテイナーや職人であることとは何か、と比較す
ることではっきりとしてくる。

　コンテンポラリーサーカスにおける技術はあくまで
手段であり、逆に伝統的なサーカスでは技術が最終目
的である。これがこのジャグリングプログラムの根本
的な了解である。旧来のサーカスにおいて７ボールを
ジャグリングすることの意味合いは、その芸と人間の
能力を用いて観客を圧倒することにある。そこでは７
個のボールをジャグリングする、ということのみが語
られている。翻ってコンテンポラリーサーカスでは、
７個のボールをジャグリングすることは、７個のボー
ルをジャグリングする以上のものごとを表現する。そ
れは感情かもしれないし、形かもしれないし、動きで
あるかもしれないし、リズムかもしれないし、より大
きな振り付けや抽象的なコンセプトの中に位置付けら
れたときに生じる最終的な効果かもしれない。

　この付加的な表現は、アーティストをエンターテイ
ナーと比べて定義する時の手助けにもなる。アーティ
ストは、表現したいものを持っていなければならない。
単なる文字通りの身体的な動き、テクニックを超えて、
観客と何かを分かち合いたいという欲望、情熱を持っ
ていなければならない。ジャグリングにおいては今の
所これらが表れ出るのは、技のつなげ方、作品の組み
立てかた、そして観客の前でそれがどのように展開さ
れるのか、というところである。

　プログラムは３年間続く。１年目は技術を磨く。だ
がそれはあくまでその道具でどういったことが可能な
のか、足りない技術の確認、アイデアを以てして具体
的にどのように探求を進めていくのか、ということの
追求である。２年目になると、要素の組み立てかただ

けに集中していく。どのように組み立てるかというこ
と、そしてどんなスタイルが世の中にはあるのかとい
うこと。この年度には、自分のクセを見抜いて、それ
を克服する。３年目は表現について研究を重ねていく。
何を言うのか、そしてどのように言うのか。この最後
の年は、卒業公演を作ることで締めくくられる。

　このプログラムの進め方は、外国語学習にシンプル
にたとえられるかもしれない。まず最初の１年は単語、
文の構造、品詞などを学ぶ。２年目には単語をつなぎ、
文を作り、文章を作れるようになる。物語を様々な文
体やテーマで語ってみる。３年目はいよいよ生徒に、
自分たちの物語を、この新しい言語で発表してもらう
ことになる。一番難しいのは３年目かもしれない。生
徒たちは、個人的なことを表現する必要に迫られ、自
分自身で、言いたいことを見つけ出さなければならな
い。２年目は１年目の戸惑いに続いて、一番多くを吸
収しなければならない年である。基本的にはそれらの
意味する文脈を理解することに費やされる。プログラ
ムは規模が小さいので、授業は２人から４人の生徒に
対して行われる。その中で各人にしっかり注意を向け
ることは十分に可能である。だから予め決められたカ
リキュラムのようなものはない。どの授業も、その時々
に生徒にとって必要なことを盛り込んでいる。

　サーカス学校はここ最近正式な大学として認可され
たため、学士号、修士号、博士号を取得することもで
きる。そしてジャグリングプログラムが大学教育とし
て認可されているということは、その文脈における十
全な存在理由を持っている必要がある。そうなると、
紹介したような、ゲスト講師を基盤としたシステム、
進め方を鑑みても、テクニックを学ぶことは、やはり
このコースで学ぶことの中心ではなくなる。試験でも
それを確認するわけだが、生徒は学校に入る前から予
め高レベルの技術を持っていることが前提だ。そして
この技術測定の中には、少なくとも在学中の３年間に

Guillaume Karpowicz ▶

ストックホルム スクールの秘密
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おいて、プログラム外でも生徒自身が自分１人でその
技術をさらに磨いていくことができる、という判断を
含んでいる。

　技術については授業時間以外の自由時間に自分で伸
ばしていくことが求められている。そして、授業で与
えられるコンセプトを自分のやっていることにどう取
り込んでいくかということも、自分の裁量で授業の外
で行うこととして位置付けられている。これは毎日の
課題であり、講師がいない３週間にだけ適用されるこ
とでもない。プログラムのあり方が、そもそも組織的
な環境でテクニックを教えるというようなことには適
していないのである。テクニックを習いたいのなら
ば、１人の講師が生徒と毎日顔を合わせて、クラスで
過ごす時間を最大限に活用しなくてはならない。他の
芸術分野で大学教育の域に達しているものと比べてみ
ても、ジャグリングにおいてそういう技術修練を大学
に求めるべきではない。生徒は、クラスで与えられた
課題をこなすのにでさえ努力を要するのだ。それに輪
をかけて、ジャグリングの技術が不十分なゆえに苦労
する、というような無駄はない方がよい。

　そもそも合理的なやり方で進んでいくことを目指す
のがプログラムの出発点のひとつである。そしてジャ
グリングの習得にはどうしても時間がかかる。とな
ると、クラスで練習時間を提供するわけにもいかな
い。サーカス学校に行けばスゴ技を１日中練習できる
んだと思っている多くのジャグラーにとっては衝撃だ
ろう。だがそういうスゴ技は、既に身につけて、コン
テンポラリーサーカスの定義から見ても、別の表現の
ために使えるように既になっていなければいけないの
だ。

　「ストックホルムのサーカス学校」「ストックホルム
スタイル」のことを語るのに、特定のジャグラー、と
りわけウェス・ペデン、パトリック・エルムナート、

意識的になること。

トニー・ペッツォについて話をする人は多い。だが、
学校が特定のスタイルを奨励しているように受け取ら
れると、それは、違う。確かに学校はコミュニティー
の中に存在するし、ストックホルムに最終的に落ち着
くことになった学生は何人かいる。こういう環境がな
んらかの固有の体験や美学的観点の共有を促すことに
間違いはない。しかも、このジャグリングプログラム
は、もっと大きな目で見てみると、同じサーカス学校
の教育方針の影響下にあるわけで、生徒たちはどんな
専攻分野を持っていようと同じように演劇、ダンス、
アクロバット、クラウニング、音楽、ビジネスマネー
ジメント、その他たくさんの共通科目を履修すること
になっている。こういった同一の文化的、教育的文脈
の元に育つものが特定の影響を受けているように見え
るのも頷ける話だ。

　しかしジャグリングプログラムが奨励していること
は、実際にはただひとつである。それは「意識的にな
ること」。スタイルに、正しいも間違っているもない。
正しい選択というものもない。大事なのは、自分が何
を選んでいるのか常に意識的であるということであ
る。意識的である限り、技術に関してのフォームや姿
勢といった今までの見方を捨て去ることだって構わな
い。

　ウェス、パトリック、トニーの３人に本当に共通し
ている性質というのは、学校を卒業する前に比べて、
はるかに自分たちのしていることに意識的であるとい
うことである。だから傍目から見て彼らのやることが
似通っているとしたら、それはあくまで彼らが授業と
は関係のないところで成した選択に共通項があったと
いうだけのことである。

　意識的であるにはどうすればいいのか？　それは、
一番自分が揺るぎないと思っていることでさえも、疑
うことだ。学校に入って一番最初の授業でまず尋ねら

◀︎ Emil Dahl

ストックホルム スクールの秘密
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プログラムの本当の本質という
のは、誰でも、どこでもできる
ことなのである。

れる質問はこれだ。「ジャグリングとは何か？」「ドロッ
プとは何か？」「学校で何をしたいのか？」そし
てこれこそが、今後３年間でずっと考えていく
ことの出発点となる。そういう意味では、ジャ
グリングプログラムというのは、サーカス学校
とか、ストックホルムといった具体的なものに
は一切関連がない。地理的な条件に束縛される
ものでもないし、特定の個人に結び付けられる
話でもない。学校は確かに練習場所と、講師への
給料という面において多大なサポートを提供してくれ
ている。だが実際には、プログラムの本当の本質とい
うのは、誰でも、どこでもできることなのである。

　何も当たり前だと思わないこと、過去から現在にお
けるシーンの変遷とトレンドをよく勉強すること、自
分自身のクセや特徴を把握すること、これらは全て、
組織という壁を越えて実現可能なことである。むしろ
余計な授業に行かなくて済んだり、ほかのことで怪我
を負ったりしなくてすむ方がいい場合だってある。

　しかしジャグリングプログラムの最もいいところの
ひとつは、ほかの生徒達と共にいるという環境だ。こ
の繋がりが、両者を比べる時の一番の基本になるだろ
う。他の生徒が各々の選択をしながら成長をしていく
姿を見る中で、自分はそれをいいと思うか、納得でき
ないと思うか、議論することができる。同時に、では
自分は何をしたいのか、ということをより深く考える
ようになる。特に講師がいない期間、周りに生徒しか
いない環境ではこれが大事になってくる。自身の考え
を修正してゆき、意思決定をする練習を重ね、自分の
することに自信を持てるようにしていくのだ。

　ストックホルムのサーカス学校の秘密はつまり、こ
ういうことだ。最高のレベルで仕事をこなしていく情
熱があれば、どんなすごいことも実現できるという信
念。これは目には見えない目標であり、ストックホル
ムとも、学校とも、一切関係はない。生徒は始めはプ
ログラムにそのようなことを求めて、また信頼して来
るわけだが、そのうちに、プログラムは既に全て自身
の中にあるのだ、と悟ることになる。

　このプログラムは 16 年を通して様々な教育者に支
援されつつ形成されてきた。彼らの意欲と情熱がなけ
れば、今のようなものは成り立たなかった。それどこ
ろか、存在すらしなかっただろう。イヴァー・ヘック
シャー、ルーク・ウィルソン、ベン・リッチャー、マ
リー＝アンドレー・ロビタイール、エリック・オーベ
リ、全てのゲスト講師達、そして今まで出会ってきた
全ての生徒に、感謝したい。

ジェイ・ギリガン
ストックホルム
2016 年５月５日

Water on Mars (Wes Peden, Tony Pezzo, Patrik Elmnert)

ストックホルム スクールの秘密




