
マニュアル｜CARRY-IN-PROJECT

MANUAL
搬入プロジェクトとは

ある空間に

「入らなそうでギリギリ入る物体」を

設計・製作し

それを実際に入れてみるプロジェクト。

CARRY-IN-PROJECT is 

a project to design, build and carry-in 

an object 

that is barely able to fit into 

a certain space.

「搬入プロジェクト」を構成する5つの要素｜5 Elements of CARRY-IN-PROJECT

演出家・危口統之（1975～2017）が2008年に
考案しました。本人の意志を引き継ぎ「悪魔のしる
し」は、CC0ライセンスによりこの度当プロジェクトお
よびマニュアルの著作権を完全放棄します。

コンセプト・スケッチ：危口統之｜Concept Drawings by Noriyuki Kiguchi

This project was conceived in 2008 by theatre director Noriyuki Kiguchi (1975 – 
2017). Akumanoshirushi announces the waiving of copyright on the project and 
this manual in accordance with his will, under the rule of the CC0 License.

* Although this project can be perceived as an art piece, festival, or simply 
an act of labour, Akumanoshirushi defines it as a theatre performance 
that is constituted by the five unique elements listed above.

自由な上演時間

場所からの解放と蜜月

ルール設定によってドライブする演劇空間

役者ではない人間が輝く場

舞台と客席／出演者と観客　境界線の溶解

No Set Duration

Liberation and Intimacy in Relation to the Space

A Theatrical Space that is Driven by a Set of Rules

Opportunity for Involving Non-Performers

To Dissolve the Border Between Stage, Auditorium, Performers and Audience

実際に搬入するのにかかる時間が、そのまま上演時間となる。

劇場空間からこの演目は解放される。同時に、実施する場所の固有の
立地・構造・空間などと密接な関係が生み出される。

文字で記される台本や演出は存在しない。「搬入する」という目的だけ
が一連の動きを規定し、「物体」の形状や重さが運ぶ人の行動を引き出
す「戯曲」となる。

「物体を搬入すること」において練習は不要である。訓練された身体で
なくとも、搬入に参加したり・巻き込まれることができる。

周囲の人を巻き込みながら、（観ていた人がいつの間にか搬入を手伝っ
ている等）、その場を舞台空間へと変貌させながら、搬入作業は進行する。

The duration of the performance is how long it takes to carry-in 
the object.

The performance is liberated from the theatre space. At the same 
time, it is designed to have close contact with the location, struc-
ture and space of the site.

There is no written script or direction. A series of actions is gov-
erned by the purpose to carry-in the object, and the design and 
weight of the object become a ‘play’ to guide the performers.

There is no rehearsal needed in order to carry-in an object. Any-
one can participate in the project even for an untrained body.

As the object is carried, it begins to involve more people, trans-
forming the site into a theatrical space. For example, someone 
who started as a spectator may become a carrier.

＊ このプロジェクトは、芸術作品にも、祭りにも、単なる労働にもなり得るが、「悪魔のしるし」は、
これを演劇作品の公演として捉え、以上の特異な5つの要素によって構成されていると考える。

Q. 搬入する空間はどうやって選びますか？
A. 特別な、あるいは特別というほどではないけれど、
みんながよく知っている建物などが良いでしょう。
馴染みの空間が単なる障害物になる瞬間、その
建物の思わぬ面を発見できるかもしれません。

Q. ギリギリのサイズじゃないとダメですか? 物体
は大きくないとダメですか？

A. これはある種の困難さを乗り越えていくことが前
提のゲームのようなものなので、簡単すぎると一
瞬で終わってしまうため盛り上がりに欠けそうです。
大きくないとダメということはありませんが、小さい
物体だと困難さが感じられなさそうです。とはい
え、乗り越えるべき困難を作り出すきっかけは、
必ずしもサイズである必要はないかもしれません。

Q. 建物を傷つけてしまいませんか？
A. 建物は決して傷つけないように、物体を緩衝材
で包む事をお勧めします。いずれにしても搬入に
は細心の注意を払いましょう。

Q. 入らなかったらどうしますか？
A. どうしても入らない場合は物体を切断する、ある
いは分解して入れても良いです。

Q. 何もない場所でやってもいいですか？
A. 何の障害物もない場所でやることは難しいです。
ただ、障害がないことがむしろ乗り越えるべき困
難さにも思えてきたら大丈夫です。

Q. スタート地点とゴール地点、経路はどうやって
決めますか？

A. ある空間の外から始めて、中が到達地点、とい
うのがオーソドックスな考え方です。中から始めて
外に出す、というのでも良いでしょう。みんなに見
てもらいたいなら、搬入する前にそのまわりをぐ
るっと一周回ってきても良いかもしれません。

Q. きちんと設計しないとダメですか？
A. 適当に作ると全然入らなかったり、あるいは簡単
すぎたりします。きちんと建物を採寸し、模型で
検証することがとても大切です。

Q. お客さんがいなくてもいいですか？
A. 自分たちだけで楽しんでも構いません。一人でや
る場合は記録映像などを撮って公開しても良い
でしょう。どうせやるならたくさんの人に見てもらい
たいですよね。

Q. どのくらいお金がかかりますか？
A. お金が無いのなら無いなりに、もらってきたダン
ボールなどでタダで作ることも可能です。お金が
有り余る人は金箔などの装飾もあり得ます。

Q. 搬入した物体は、その後どうしますか？
A. その場所を次に使う人がいる場合は、直ちに解
体、撤去するか、逆のルートで搬出しましょう。
時間に余裕がある場合は何日か展示したり、あ
るいは、何か別な用途でも活かせる物体を作っ
てみても良いでしょう。

Q. 意味がありますか？
A. 何にでも意味を求めてしまうことを内省しましょう。
しかし解釈は自由です。実際に参加してみて、ま
わりの人の表情と自分の気持ちを感じてみてくだ
さい。きっと何かを感じられると思います。

Q. これは単なる労働ではないでしょうか？
A. そういう見方もあるでしょう。

Q. 日本のお神輿や山車に似ていませんか？
A. 多くの人で担ぐその姿は、お祭りに似ている側面
もあるでしょう。そもそも日本には八百万の神様が
いらっしゃるので物体にも神様は宿っていると思
われます。

Q. 搬入をプロフェッショナルに依頼してもいいです
か？

A. 自由です。そもそも搬入プロジェクトの初演は工
事現場で荷物を運ぶ荷揚げ屋さんが搬入しまし
た。卓越した技術とパワーを見せてもらいましょう。

Q. 搬入を一言で言い表すと？
A. お神輿と知恵の輪を掛け合わせたもの、空間を
反転させた彫刻。

Q. 勝手にやってもいいですか？
A. 搬入プロジェクトは著作権を放棄しているので、
問題ありません

「搬入プロジェクト」をやってみようと思った方へ
もし実施する場合は見に行きたいので、ぜひお知らせ下さい。
＊ 疑問点などありましたらご連絡下さい。
 連絡先：info@akumanoshirushi.com 
＊ 実施の様子などをインターネット上で公開したりシェアなどする
場合は、以下のハッシュタグやアカウントタグづけをしていた
だければうれしいです。

 #carryinproject / #搬入プロジェクト
 Facebook: @akumanoshirushi
 Twitter: @akumanoshirushi

Q. How do you choose the space for a carry-in?
A. Special architecture or a well-known building is suitable. 

You might discover new aspects of a familiar space once 
it turns into an obstacle.

Q. Does the object have to be big so it can barely go into 
the space?

A. This project is supposed to be a kind of game to overcome 
certain challenges, thus it may become less exciting 
when it is too easy and quick to complete. It is not neces-
sary to be massive, but you may not feel enough of a chal-
lenge when the object is too small. On the other hand, 
the challenges may not be just the size.

Q. Is there a risk to damage the site?
A. Wrap the object’s surface with a protective material and 

carry-in with the greatest care. Try your best to not dam-
age the building.

Q.	 What	if	the	object	does	not	fit	in?
A. You may cut the object or break it into parts when it is 

impossible in the original shape.

Q. Can it be performed in an open space?
A. It is difficult to perform this project when there is no ob-

stacle. However, it may work if approached as a challenge 
to carry-in without any obstacles.

Q.	 How	do	you	decide	the	start/finish	point	and	the	route?
A. The obvious suggestion is to start from the outside of the 

building and finish inside. The alternative is to start in-
side and finish outside. You may also carry the object 
around the building before carrying-in for more people to 
look at it.

Q. Does the object have to be designed precisely?
A. When the object is not made well, the carry-in may be-

come too easy or not even fit at all. It is very important to 
measure the site carefully and test first with models.

Q. Does it have to be performed in front of an audience?
A. You can also do it for fun without an audience. Filming and 

publishing a carry-in could be an idea when doing it alone. 
However, it will be more fun when you have a bigger crowd.

Q. How much does it cost?
A. If you don’t have any budget, get some scrap materials 

such as a cardboard for free. In case you have a plenty of 
resource, decorate the object e.g. with gold leaves.

Q. What shall we do after the project is completed?
A. If needed, clear the space. Following that either break 

down and remove the object, or carry-out in reverse 
route immediately. If possible, the object may be exhibit-
ed for some time. You may also design an object that can 
function in some other way.

Q. What is the point of this project?
A. We encourage everyone to reflect on our habit to look for 

a meaning in everything. However, you are free to inter-
pret it in your own way. When you participate, see how 
the other people look and how you feel. We believe you 
may find something.

Q. Is this not just a form of labour?
A. That is one way to look at it.

Q.	 It	feels	similar	to	Mikoshi	or	a	float	in	Japanese	festivals.
A. It may look similar to a ritual in a Japanese festival, since 

many people carry an object together. As Japanese people 
believe in multitudinous gods, it is natural to think that 
your object also has a spirit.

Q. Can professionals be hired to carry-in the object?
A. That is possible. In the first CARRY-IN-PROJECT, yo-

ju-ko, who are the workers specialised in carrying mate-
rials into construction sites, were invited. You can see 
their excellent skill and power.

Q.	 How	would	you	describe	CARRY-IN-PROJECT	in	short?
A. A cross between a float and puzzle ring. A sculpture that 

is a reversal of the space.

Q. Can it be performed without permission?
A. Yes. We have waived the copyright of CARRY-IN-PRO-

JECT.

For those who would like to plan CARRY-IN-PROJECT:
Please let us know so that we can come and see it.
* Please contact us if you have any problems.
 Contact: info@akumanoshirushi.com
* We would be happy if you add the following hashtags and 

our account tags when you upload/share your project online.
 #carryinproject / #
 Facebook: @akumanoshirushi / Twitter: @akumanoshirushi 

搬入プロジェクトFAQ｜CARRY-IN-PROJECT FAQ
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#01#02#03#04#05#06#07#08#09 #10 #11
#12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20 #22#21

Gotanda, Japan / February 17, 2008
GOTANDA SONIC

ゴタンダソニック
Harajuku, Japan / April 25 & May 1, 2009

VACANT
VACANT

Teshima, Japan / August 8, 2010
KARATO COMMUNITY CENTER
唐櫃公堂

Nasu, Japan / November 17, 2010
UTSUNOMIYA KYOWA UNIVERSITY
宇都宮共和大学

Yokohama, Japan / February 16, 2011
KAAT KANAGAWA ARTS THEATRE

KAAT神奈川芸術劇場
Yongin, Korea / August 6, 2011

NAM JUNE PAIK ART CENTER
ナム・ジュン・パイク アートセンター

Asakusa, Japan / November 26, 2011
ASAKUSA HANAYASHIKI
浅草花やしき

Zurich, Switzerland / August 24–26, 2012
LANDIWIESE

ランディヴィーゼ
Basel, Switzerland / September 2, 2012

KASERNE
カゼルネ

Lucerne, Switzerland / September 7, 2012
KULTUR- UND KONGRESSZENTRUM LUZERN

KKL
Tottori, Japan / February 24, 2013

FORMER YOKOTA HOSPITAL
旧横田医院

Ljubljana, Slovenia / April 22, 2013
STARA MESTNA ELEKTRARNA
エレクトラーナ

Rijeka, Croatia / May 4, 2013
KORZO

コルゾ通り
Seoul, Korea / October 3, 2013

SEOUL CITY HALL
ソウル市庁舎

Roppongi, Japan / April 19, 2014
ROPPONGI HILLS
六本木ヒルズ

Budapest, Hungary / May 31, 2014
MŰVELŐDÉSI SZINT

MÜSZI
Niigata, Japan / July 26, 2015

FORMER TOBITARI SECOND ELEMENTARY SCHOOL
旧飛渡第二小学校

Kuala Lumpur, Malaysia / August 9, 2015
SMK BANDAR BARU SENTUL

SMK BANDAR BARU SENTUL
Rotterdam, The Netherlands / September 23, 2015

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG
ROTTERDAMSE SCHOUWBURG

Okazaki, Kyoto, Japan / March 5, 2016
ROHM THEATRE KYOTO

ロームシアター京都
Toyota, Japan / January 20, 2018
TOYOTA MUNICIPAL MUSEUM OF ART
豊田市美術館

Koenji, Japan / August 26, 2017
KITAKORE BUILDING
キタコレビル

木工法｜Wooden Construction Method 木工法｜Wooden Construction Method 竹工法｜Bamboo Construction Method 竹工法｜Bamboo Construction Method 木工法｜Wooden Construction Method 竹工法｜Bamboo Construction Method 木工法｜Wooden Construction Method ビールケース工法｜Beer Crates Construction Method ビールケース工法｜Beer Crates Construction Method 木工法｜Wooden Construction Method 竹工法｜Bamboo Construction Method

木工法｜Wooden Construction Method ビールケース工法｜Beer Crates Construction Method 木工法｜Wooden Construction Method 木工法｜Wooden Construction Method ビールケース工法｜Beer Crates Construction Method 竹工法｜Bamboo Construction Method 竹工法｜Bamboo Construction Method 木工法｜Wooden Construction Method 木工法｜Wooden Construction Method 木工法｜Wooden Construction Method木工法｜Wooden Construction Method

#01

203㎏

合計重量

運搬人

断面図

143㎏ 40㎏ 48㎏ 220㎏ 23㎏ 70㎏ 212㎏ 80㎏ 156㎏ 59㎏ 155㎏ 126㎏ 245㎏

#02 #03 #04 #05 #06 #07 #08 #09 #10 #11 #12 #13 #14

230㎏ 70㎏ 130㎏ 80㎏ 220㎏ 213㎏ 40㎏ 120㎏

450×450mm 450×450mm 450×450mm 450×450mm 450×450mm 450×450mm 300×300mm 300×400mm 295×395mm 350×350mm 300×300mm 375×375mm 400×600mm 650×650mm
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搬入プロジェクトのやり方｜CARRY-IN-PROJECT Workflow

これまでの搬入物体｜Previous Objects

仕様書｜Technical Rider

1. 搬入する建物を選ぶ。
 ルートを検討する。
POINT 物体の製作場所・総予算・運搬方法・公演直前の合体

作業場所、搬入後の物体の扱いについても議論する。

2. 空間のリサーチ・測量をし、
 作図して場所の模型を作る。
POINT 測量した物ひとつひとつが物体デザインの手がかりになる

ので障害物になりそうな家具なども手を抜かず細かく測量
する。

POINT 模型は丈夫な素材で作ること（屋外でルート検証すること
も多いため）。

3. 物体の模型を作りながら設計し、
その形と動きを決める。

POINT たくさんの模型を作り、グループでディスカッションしながら
やると良い。

POINT 公演時の安全確保のため、また、ディスカッション時にギリ
ギリ感を楽しむために、物体模型は実寸より少し大きめに
作ることが望ましい。

POINT 製作する物体は、作家の主観や思いつきではなく、場所
のサイズに従って設計されるべきであろう。

4. 工法を決めて材料を集め、
 施工する。
POINT 既存のマテリアルのモジュールサイズが大きく影響を与える

可能性があるので、材料や工法のリサーチはあらかじめ
模型検証と平行してすすめておけるとよい。

POINT 表面保護材は建物を傷つけない緩衝材でもある。

5. 搬入する。
POINT 物体の重さや性質によって、事前にある程度の力持ちを

集めておく。突然参加したい人のための軍手などは用意し
ておく。

POINT ラジオ体操など、儀式的かつ準備運動になるようなことを
最初に実施することを勧める。

搬入空間／ルートの決定
Choosing the Building and Deciding 
the Route

・ 製作場所の確保
 Secure location for construction

・ 運搬方法の検討
 Consider transportation methods

物体模型作成、デザイン
Making Object Models and Developing 
the Design

・ルートのシミュレーション
 Run a route simulation

・形、動きの決定
 Finalise shape and movement

・ 単位寸法の決定
 Determine unit measurements

・ 厚みなど検討
 Consider the thickness

施工準備
Preparation for Construction

・ 施工図作成
 Draw construction plans

・ 材料発注／入手
 Purchase / Obtain

・ 材料決定／発注／入手
 Choose / Purchase / Obtain

施工、製作
Construction and 
Production

空間のリサーチ（測量）～作図
Researching the Space (Measuring) 
and Drawing a Plan

3D→2D 2D→3D 2D→3D3D 3D→2D

材料／工法リサーチ
Researching Materials and Methods of Construction

・ 【構造】部材決定
 Determine construction material

・ 【装飾】部材検討
 Consider surface decoration

・ 演出案検討
 Brainstorm performance ideas

空間模型作成
Making Spatial Models 公

演

Perform
ance
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n-site

現
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買
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も
の
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n-site

デジタルカメラ
Digital Camera

カッターマット
Cutting Mat

カッター
Utility Knife

金定規
Steel Ruler

接着剤
Adhesive

PC
Laptop Computer

コンベックス
Metal Tape Measure

レーザー距離計
Laser Range Meter

巻き尺
Open Reel Tape Measure

現地の地理、歴史、建物にある程度精通
した、建物や場所の使用について交渉をし
てくれる人
A person with some expertise on local geography, 
history and buildings, and who can help us nego-
tiate to use the building / site.

カッターマット
Cutting Mat

段ボール
Cardboard

こんな会場だと嬉しい…
・人通りが多く、目につきやすい場所にある
・地域のみなさんに親しみのある建物
・入口が小さくて中に大きな空間がある
Venues we like…
· Eye-catching location with many passerby.
· Familiar building to the locals.
· Small entrance with large, open space inside.

プリンター
Printer

インターネット環境
Internet Connection

舞台美術で使う材料やDIYショップ、建材
屋など現地のお店事情を知っている人が
いるとよい
Very helpful to have someone who knows local 
store situation, such as DIY shops and construc-
tion materials.

会場選定
Selecting the Venue

建物模型作成
Architectural Scale Model Making 

作図
Drafting

素材調査
Material Research

会場測量
Measuring the Venue

ポリスチレンフォーム
Styrofoam Board

マスキングテープ
Masking Tape

ポリスチレンフォーム
Styrofoam Board

ヒートカッター
Heat Cutter

物体検討模型作成
Object Making (scale model)

手鋸
Hand Saw

インパクトドライバー
Impact Driver

フィニッシュネイル
Finish Nailer

タッカー
Staple Gun

ラッシングベルト
Lashing Belt

ヘルメット
Safety Helmets

安全帯
Safety Harnesses

ホイッスル
Whistle

カメラ
Camera

丸鋸
Circular Saw

コンプレッサー
Air Compressor

インパクトドライバー
Impact Driver

フィニッシュネイル
Finish Nailer

電気ドラム
Electric Cable Reel

タッカー
Staple Gun

搬入人員
Carry-in Crew

ホワイトボード
Whiteboard

ヘルメット
Safety Helmets

電池式拡声器
Electric Megaphone

UST中継係
Ustream

ビデオ係
Videographer

カメラマン
Still Photographer

材料
Building Materials

小割材
Scantling

ベニヤ板
Plywood

薄いベニヤ板
Thin Plywood

スリムビス
Flooring Screws

カバーリングマテリアル、装飾品
Covering and Decorating Materials

ロープ
Rope

滑り止め付き軍手
Grip Work Gloves

物体実物作成
Object Making (life-size)

公演
Performance

1. Select a Site and Examine the Route
POINT Discuss where to build each part/complete the whole object, budget, trans-

port and how to handle the object after it is carried-in.

2. Inspect/Measure the Site, Draw a Plan and Make an 
Architectural Model.

POINT Space is going to be crucial when designing the object. Therefore, measure 
everything in detail including furniture that could be an obstacle.

POINT Make the architectural model with strong materials, as it is often used to re-
confirm the route during the performance outdoors.

3. Design the Object, Make Models and Finalise the 
Design and Route. 

POINT Make a variety of models and discuss in a group.
POINT To ensure safety on site and provoke more exciting discussion, make the 

model slightly bigger than the actual scale.
POINT Design the object according to the size of the site, not to the subject or idea 

of the designer.

4. Decide a Building Method, Collect Materials and 
Build the Object.

POINT It is recommended to research the materials and building methods when test-
ing the model, as the size of the available materials can fluctuate massively.

POINT The surface material of the object is important to consider as a cushion to 
protect the site.

5. Carry-in
POINT Recruit strong people depending on the weight and character of the object. 

Prepare additional working gloves incase additional people want to jump in.
POINT We encourage holding an opening ceremony, which can also be a warming up 

session, e.g. radio calisthenics.


