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Introduction 
坂本光太 

　この度は坂本光太チューバリサイタル vol.2「暴力 / ノイズ / グロボカール（Gewalt / Geräusch / Globokar）」にお
越し頂き誠にありがとうございます。 
　本演奏会は、作曲家であり、また卓越したトロンボーン奏者でもあったヴィンコ・グロボカール Vinko Globokar
（b.1934）の作品で全編がプログラムされています。1973年と1975年という、非常に近接した2つの年に作曲された作
品を上演しますが、観客の皆様はそこにグロボカールの異なる二つの側面を見ることができるでしょう。というのは、
1973-75年前後という時代は、グロボカール本人も言及しているように、作曲家としての重要な転換期だったからです。 
　転換前1973年の作品はもっぱら「美学的な動機」によって書かれました。３つの独奏作品は、特殊奏法や楽器の改造に
よる破壊的なノイズに埋め尽くされており、従来的な楽器奏法や楽器に対する価値観はバラバラに解体されてしまいます。
それに対し転換後の作品は「政治的な動機」によって書かれたものが増えてきますが、彼が特に熱心に取り組んだテーマは
「移民」でした。自身も移民の家族に生まれたグロボカールは、移民を取り巻く様々な問題――差別、迫害、孤独、多言語、
戦争――を生涯をかけて取り扱うことになります。今回演奏するシアターピースは、社会問題を取り扱ったグロボカール作
品のうち、最初期のもののひとつであり、ベトナム戦争（1955-75）、チリ・クーデター（1973）、学生運動に政治的影
響を受け、書かれたとされています。思想、人種を理由に簡単に殺されてしまうという理不尽な政治的状況を、グロボカー
ルは前衛的な音楽技法を用いて生々しく描き出し、公権力の増長や世論の無関心を真っ向から痛烈に批判しています。
2020年、自粛の嵐が吹きすさぶ東京で、作曲から35年の月日を経たこの作品はどう響くのでしょうか。 
　最後になりますが、協力してくださった素晴らしい演奏家・高い専門性を持つスタッフにこの場を借りて感謝申し上げま
す。また、一般財団法人福島育英会および公益財団法人光山文化財団の助成なしにはこの演奏会は実現しませんでした。両
財団に謹んで御礼申し上げます。

Program 
  ヴィンコ・グロボカール  Vinko Globokar  

《エシャンジュ》 Échanges ｜9 min   

《ヴォワザンストゥルマンタリゼー》 Voix Instrumentalisée｜8 min 

《レス・アス・エクス・アンス・ピレ》 Res/As/Ex/Ins-pirer｜11 min 

休憩　20 min 

《変わらない一日》（Un jour comme un autre）日本初演  ｜60 min 



《エシャンジュ》 Échanges （1973）
　「交換」を意味する。本楽曲は任意の金管楽器のための小品で、あらゆる管楽器の発音原理が適応される。すなわち、金
管楽器のマウスピース、シングルリード楽器のマウスピース、ダブルリード、笛のいずれかを金管楽器に接続し、それらを交
換しながら演奏するのである。その上でストレートミュート、シンバルなど４つ方法を組み合わせながら音色を変調する。
プレイヤーは図形的な楽譜によって指示される発音原理と変調方法に、その場その場で対応しながら「即興的に」演奏する
ことを強いられる。結果として演奏者自身にも予想のつかないようなノイズが飛び出す。

《レス・アス・エクス・アンス・ピレ》 Res / As / Ex / Ins-pirer（1973）
　曲名は４つの呼吸を意味するフランス語の動詞の組み合わせによる。任意の金管楽器のための小品。この楽曲は、管楽器演
奏の呼気 / 吸気を、弦楽器のアップ / ダウンボウになぞらえて、金管楽器演奏に弦楽器のような音の連続性を与える試みだ。
プレイヤーは、呼気（息を吐くこと）のみならず、吸気（息を吸うこと）を用いて演奏を行う。呼気と吸気それぞれに12個ず
つ、合計24個の特殊奏法（ノイズ）が指定され、最初の吸気から最後の呼気に至るまで連続したノイズが発音され続ける。管
内に溜まった酸素の少なくなった空気を吸って演奏し続けた結果として、演奏者はだんだんと衰弱していき、それに伴い演奏
行為も崩壊していく。「もうこれ以上演奏できない」ような限界の身体から捻り出される、断末魔の音響を持ってこの楽曲は
終わりを迎える。

《ヴォワザンストゥルマンタリゼー》 Voix Instrumentalisée（1973）
　「器楽化された声」の意。この作品においては、金管楽器の重音奏法がバスクラリネットに適応される。つまり、この楽曲
は、バスクラリネットのマウスピースを用いず、唇を直接管体につけ、声を出しながらバジング（唇を震わせること）して演
奏されるのである。バスクラリネットは本来の音色を一切出すことなしに、子音と母音の音素に解体されたテクストの発話を
キーノイズ、バジング、管体によって器楽的に変調させるためだけの「単なる管」として扱われる。

Program Note
文：坂本光太

《変わらない一日》 Un jour comme un autre （1975）｜日本初演
　本楽曲は、トルコで実際に起こったクルド人への言語弾圧事件に基づく、ソプラノと低音楽器アンサンブルのためのシア
ターピース（音楽劇）である。デモに参加した翌日に軍隊に拉致された移民の女性を描いている。 
　作品は実際の被害者の告発文に基づいて構成される。曲中、ソプラノは被害者の女性自身、打楽器は拷問官、クラリネッ
トは尋問官、チェロはもう一人の被害者を表し、チューバは法律の愚鈍さ（あるいは歪曲された法律）、エレキベースは世
論の無関心を象徴している。物語は以下のように進行する。 
1. 「逮捕前」- 女性は自由に動き回り、気ままに歌っている。軍人が彼女のアパートメントの扉を叩く。 
2. 「逮捕」   - 軍人は法律を宣言してからアパートに押し入り、女性を逮捕する。 
3. 「投獄」   - 女性はついに投獄されてしまう。拷問官は彼女を脅しつけている。 
4. 「第1の尋問」- 尋問官はデモに参加した他の仲間の居場所を問い詰めるが、女性は何を話しているのか理解できない。 
5. 「独房への隔離」- 独房で放心する女性をよそに、外の人々（世間）は楽し気である。ソプラノのモノローグ。 
6. 「第2の尋問」-見せしめに友人（チェロ）が拷問される。身体の自由が利かないチェロは何か呻いている。 
7. 「幻覚」   - 投薬され、朦朧とする意識の中、様々な暴力的イメージが錯綜する。 
8. 「第3の尋問」- 尋問の末、女性は精神に異常をきたし息絶える。拷問官はそれに気づかず殴り続ける。 
9. 「窒息」   - 尋問官は事件の隠蔽を試みる。 
10.「公表」  - 被害者の手紙が公表される。しかし『世論』は無関心なまま、今日も「変わらない一日」を過ごすのだろう。 
参考: Amnesty International. 1973. Report on Torture.  London: Duckworth in association with Amnesty 
International Publications.

﹅ ﹅ ﹅

　前半に演奏する3つの独奏曲は、全曲演奏に5時間を要す長大な曲集《ラボラトリウム》（1973-85）に収録されたノイズ
作品である。これらに共通するコンセプトは「ある楽器に、異なる楽器の奏法を適応して演奏すること」である。不慣れな
奏法を強要した結果として、身体は不自然にうねり、動きはぎこちなくなり、時には痙攣し・窒息し、スムースな演奏は不可
能になってしまう。西洋音楽の聴取体験を転覆しようとするこの「演奏のままならなさ」こそ、これら3曲の魅力だ。



Director’s note 
小野龍一 

　コンサートを演出するとき、もっとも意識的に考えるのは「当事者性」の問題だ。それは演奏会場において「な
ぜ演奏家／作曲家がその楽曲を選び」「なぜ聴衆は聴くのか」という大前提̶̶演奏家／作曲家と聴衆の関係性
̶̶を疑うことに他ならない。 
　従来のコンサート・フレームの中で多くの場合圧殺される観客席の身体、その一つひとつにミクロな政治性が宿っているこ
とは言うまでもない。ここでの演出の仕事は、「コンサート」や「リサイタル」といった形式によってすでに補強されている「鑑
賞」という制度のパイプに風穴を開け、個々の政治性にアクセスし新たな感性回路alter-realityを開くことにある。 
　今回の演出においてキーとなったのは<hospitality歓待>と<hostility敵対>という概念だった。これらは「未知の任意の誰
か」を意味するラテン語hos-tisから分岐形成された。この歴史は、いまやコンサートにおいて当然のように行われる予定調和
な歓待、即ち「おもてなし」の持つ一面性を示唆してくれた。 
　最後に、本公演全体がBen Vautier(1935-)の≪Audience Piece No.1～6≫(1964)の「変奏」によって構成されていること
を明記したい。そこには様々な意味が含まれているが紙面の都合もあり、ここでは敢えて省く。 

PROFILE

Tuba | 坂本光太　Kota Sakamoto
1990年山梨県生まれ。チューバ奏者・パフォーマー・即興演奏家。
現代音楽、実験音楽、即興の領域を中心に活動。作曲家をはじめとして、サウンド・アーティスト、ダンサー、詩人、古楽奏者な
どの様々な分野の専門家と共同プロジェクトを手がけ、今日における表現活動を追求している。
今までにメルツ・ムジーク（ドイツ, 2016）、ルツェルン・フェスティバル・アカデミー（スイス, 2016）、IMPULS（オーストリ
ア, 2017）など、欧州の現代音楽フェスティバルで演奏。
近年の主な演奏会は「EEMT meets..」（tochka MEDIA MUSCLE, 2018）、「米田恵子（1912-1992）の作品と生涯について」
（Tokyo ats and space-OPEN SITE, 2018）、「坂本光太チューバリサイタル―無伴奏チューバの半世紀―」（木下正道氏企画 
Looking ahead vol.2, 2019）、パフォーマンス「この宇宙以外の場所」（TOLTA-東京都現代美術館, 2019）など。
東京藝術大学を経て、ベルリン音楽大学（ハンス・アイスラー音楽大学）の修士課程を最高位の成績で修了。現在は国立音楽大学
博士課程に在学し、ヴィンコ・グロボカールの金管楽器作品について研究。今までにチューバを稲川榮一、池田幸広、Sebastian 
Wagemannの各氏に、現代音楽演奏をBill Forman、Benny Sluchinの各氏に師事。演奏および研究活動などに対して、福島育英会、
ドイツ学術交流会（DAAD）、光山文化文化財団の助成を受けた。2019年より京都女子大学にて非常勤講師。

Conductor | 馬場武蔵　Musashi Baba
神奈川県出身。ベルリン・ハンスアイスラー音大トロンボーン科を経て、18/19年度アンサンブルモデルンアカデミー指揮奨学生。
これまでにアンサンブルモデルン、デッサウフィル、ブレーマーハーフェンフィル、ノイブランデンブルグフィルほか多数を指揮
し、Klangspuren、impulseなどの主要現代音楽祭に出演。B.ファーニホウ、D.シュネーベル、R.サンダース他多数の作曲家に指導
を受ける。20年1月ユンゲドイチュフィルハーモニーにてサー・ジョージ・ベンジャミンの助手を務める。フランクフルト芸大指揮
科在学。

Soprano | 根本真澄　Masumi Nemoto
福島県出身。郡山女子大学附属高等学校音楽科ヴァイオリン専攻卒業。東京藝術大学音楽学部声楽科を経て、同大学別科卒業。大
学卒業時に同声会賞受賞。市川市文化振興財団第2回即興オーディション最優秀賞受賞。声楽を高橋啓三、平松英子、即興演奏を平
野公崇氏に師事。啓声会会員。日本声楽家協会研究員。大和市音楽家協会会員。2019年厚木フレッシュアーティスト。

Percussion | 佐野幹仁　Mikihito Sano
兵庫県出身西宮市出身。東京藝術大学音楽学部器楽科打楽器専攻在学中。これまでに打楽器を茶屋克彦氏、中山航介氏、藤本隆文
氏、杉山智恵子氏に師事。MIKISARA、LA SEÑAS、LA SEÑAS COLECTIVO、パノラマスティールオーケストラ、ゴーシュなど多
数の楽団に所属。ミス藝大2017グランプリ。ミスター藝大グランプリ。

Player



Electric bass | 水野翔子　Shoko Mizuno
4歳からヴァイオリンを森川ちひろ氏に師事。中学の吹奏楽部でコントラバスを始める。
神奈川県立湘南高校卒業。これまでにコントラバスを岡本潤、吉田秀、西山真二、池松宏の各氏に師事。
東京藝術大学音楽学部器楽科コントラバス専攻3年次在学中。

Clarinet | アルバロ・セヒェルス　Alvaro Zegers
チリ出身。バスクラリネットなどの低音クラリネットを専門とし、クラシックから現代音楽までレパートリーは多岐に及ぶ。フラ
ンス、パリにてクラリネット奏法を学び2018年ヴェルサイユ地方音楽院にて修士号取得。2015 年、第32 回ランドゥ国際音楽コン
クール、バスクラリネット部門1位。チリ人で唯一の、アンリ・セルマー・パリ社・アーティストセルマークラリネティスト。

Director | 小野龍一　Ryuichi Ono
1994年生。東京藝術大学の作曲科を卒業後、同大学院美術研究科を修了。20世紀の音楽美学・聴取論をベースに作品制作を行う。
2015年よりコンサート空間をメディウムにした≪NewShape≫シリーズを制作中。
近年の主な作品に≪静かな家≫(2019, 仲町の家), ≪音のいろ、音のかたち～現代音楽はスペクタクルの夢を見るか～≫(2019, 東京藝
術大学奏楽堂)，≪小野龍一×東京コンサーツ NewShape展≫（2019, トーキョーコンサーツ・ラボ）

Sound | 増田義基　Yoshiki Masuda
1996年生。栃木県在住。東京藝術大学音楽学部音楽環境創造科在籍。電子音響音楽や音響プログラミングなどの制作を軸に、映像
や演劇、展示などの楽曲や音響の制作を包括するサウンド・デザインやオペレーションなどを行う。アクターやパフォーマー、
ミュージシャン、作家など、表現に関わる人々を広く集めて合奏音楽を考える「かさねぎリストバンド」の主催。

Lighting | 植村 真　Makoto Uemura
愛知県出身。名古屋造形大学卒、東京藝術大学先端藝術表現科修了。舞台照明会社勤務ののち、現在同大学演奏藝術センター教育
研究助手。公共空間での演劇や、観客と俳優の関係に着目した舞台・美術作品を手掛け、振付家、美術家、作曲家、演奏家などと
の協働も行っている。近年の主な活動に『弱法師-Experience of the End -』（2018年/BUoY）『無人演劇祭』（2019年/仲町の家）
など

Manager | 山下直弥　Naoya Yamashita
長崎県佐世保市出身。首都大学東京入学後、１年間のウィーン大学への留学を経て卒業。音楽公演の企画実施を通して、アートマ
ネジメントの実践研究に取り組んでいる。今までに、奏楽堂企画学内公募最優秀企画「オルガンと話してみたら−新しい風を求めて
−」（2018）、フランチェスカ・レロイ作曲 音楽ドラマ「THE鍵KEY」（2018・2019）、松本宏平×小野龍一「静かな家」
（2019）の企画運営に携わる。東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科修士3年在籍。

Cello | 下島万乃　Mano Shimojima
1998年、名古屋市生まれ。第12回大阪国際音楽コンクールIIIコンチェルトコース第1位、第22回日本クラシック音楽コンクール第1
位(グランプリ)、第72回全日本学生音楽コンクール東京大会チェロ部門大学の部第2位。尾高忠明氏指揮、豊田市Jr.オーケストラと
共演。「第45,46回藝大定期室内楽演奏会」、「目で聴く耳で観る即興コンサート」など様々な演奏会に出演。
東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校を経て、同大学4年在学中。

Staff

Set designer | 宮﨑葵衣　Aoi Miyazaki
1997年生まれ。東京芸術大学 美術学部 先端芸術表現科 卒業
主に身体や映像を用いて制作をしており、そこでは「演技」の構造を扱っている。人間性が必然的に持つ二面性やダブルバインド
を取り上げ、それを肯定する態度を取りながら制作を続けている。
web: aoimiyazakiii.com

翻訳・朗読
日本語：友利修・坂本光太（翻訳）、花井瑠奈（朗読）/ 韓国語：金ヨハン（翻訳）、チャン ウンヨン・姜賢植（朗読）/ フランス
語、英語：Alvaro Zegers（朗読）/ 中国語：黎桂彤（翻訳、朗読）/ ドイツ語：Linda  Maria Rodrigues Breña （翻訳、朗読）

一般財団法人福島育英会


