


Looking Ahead series volume 3 

チューバ・リサイタル 
/ 坂本光太 
============PROGRAM=========== 

W. Kraft : Encounters II (1966/rev.2003) 

J. Siting : Tention* (2019) - premier  
for tuba and electronics  

E. von Koch : Monolog 9 (1975) 

M Kinoshita : Crypte XIII (2013) 

̶̶̶intermission̶̶̶ 

A. Gokan : Bell/e Dance** (2018)  
for baroque dance and tuba 

K. Penderecki : Capriccio (1980) 

J.S. Bach : Partita a moll (1776?) 
for flute solo 

V. Globokar : Res/as/ex/ins-pirer (1973) 
for any brass instrument 

 =============================== 

*エレクトロニクス / J. Siting 
*音響 / 宮本貴史(Tokyo Media Interaction) 
**バロック・ダンス / 松本更紗 

2019.01.14.  
14:00 open 
14:30 start 
@eitoeiko 

-----------------------ご挨拶------------------------ 

　本日はお越し下さり誠にありがとうござい
ます。 
　皆様、無伴奏チューバの演奏会は初めてで
はないでしょうか？ピアノがない場所でどのよ
うなことができるだろうと随分悩みましたが、
木下正道様に今回の演奏会のお話をいただい
た時の「なんでも好きなようにやっていい」
と言う言葉に後押しされて、昨年初演したダ
ンス付きの曲の再演や、エレクトロニクス新
作の委嘱を決めました。 
　前半は無伴奏チューバのための最も古典的
なレパートリーから、つい先日完成したばか
りの新曲まで取り上げます。4つの作品を断片
として、半世紀以上に及ぶ無伴奏チューバ作
品の試みの軌跡が見られたら、と思います。 
　後半はダンスをテーマとしてプログラムを
組んでみました。チューバは、不器用な楽器
の代表として「歌えない楽器」(Tubby the 
Tuba)、「踊れない楽器」(Effie Suite, J. 
FrancaixのPetit Valse…)と言う風に度々描か
れてきました。チューバがいかに奇妙に踊る
のかご覧いただければと思います。 
　実を言うと私ですら無伴奏チューバのコン
サートを訪れたことがありません。どんな演
奏会になるのか（そして最後まで演奏しきれ
るのか）とても楽しみです。どうか最後まで
お楽しみください。 
　このような素晴らしい機会を与えてくださっ
た木下正道さん、そして素敵な会場を提供し
てくださったeitoeikoの癸生川栄様に、末筆
ながら感謝申し上げます。 

坂本光太 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https://www.facebook.com/eikibukawa?__tn__=,dC-R-R&eid=ARAZeJbP-CyzL7xBHoYuRXnDwhOlopD4pERCxUMSD4MgnIliknxcZzZcNGuiCqCfm51qY1Fpp5eIwwNw&hc_ref=ARSYXHuJW4EvjaWG_R0Ls9O4_QqNIODjh80_FoA-hAHPY4F0U1mi76Y0TNaASr8TRFM&fref=nf


無伴奏チューバの半世紀 

エンカウンターズ II （1966/rev.2003） 
/ W. クラフト 

　ウィリアム・クラフト William Kraft は
1923年アメリカ、シカゴに生まれ、コロンビ
ア大学で作曲をヘンリー・カウエル Henry 
Cowellらに、また打楽器をモリス・ゴールデ
ンバーグらに学んだ。ロサンジェルス交響楽
団に、打楽器奏者として8年、首席ティンパニ
奏者として18年、アシスタント・コンダクター
として3年在籍した。作曲家としては、1990
年Kennedy/Friedheim Competitionで第一
位入賞、テレビ・映画音楽を制作した他、カ
ルフォルニア大学で長く教鞭を執った。存命 
　《エンタウンターズ（遭遇 ) 第 2 番 
Encounters II》は、ロジャー・ボボ Roger 
Bobo（b. 1938）のために1966年に作曲さ
れ、翌1967年に初演された。クラフトはチュー
バの名手であるボボと何度も打ち合わせを行
い、徹底した実験を通してこの楽曲を制作し
た。楽曲は最高音域、最低音域、重音、極め
て急速なパッセージ、2オクターブ以上の跳躍、
グリッサンドといった、様々な超絶技巧・特
殊奏法が多用されている。それでいて「特殊
奏法の見本市」にならず、「演奏困難」であ
はありながらも、決して「演奏不可能」では
ないというギリギリのバランスは見事と言う
ほかない。最も早い時代に作曲された無伴奏
曲でありながら、チューバのテクニックの可
能性を大きく拡大した点において、今日にお
いても重要な作品である。Encountersと言う

﹅ ﹅

題名からか、E音とC音が中心的な役割を担っ
ている。楽曲内ちょうど中頃、A♭音（両音か
ら4半音）、D音（両音から2半音）の2音が、
声と楽器の重音で「遭遇」する。前半で中心
音であったE音が、その場面を境目として、後
半C音に入れ替わってしまう。シンメトリーな
構造を持つ。 
（出版：Bim・演奏時間：約7分） 

（1966-2019） 

テンション(2019) 
/ 蒋斯汀 

　「テンション」は作曲者が2018年から始め
たシリーズ作品「十牛図」の第１作目であり、
その「十牛図」の６枚目の図「騎牛帰家（き
ぎゅうきか）」を元に描写されたものである。
彼の友人のチューバー奏者坂本光太と田村相
円とコラボレーションすることによって完成
した。 
　この作品は、フィクスト・メディア作品と
アコースティック楽器を組み合わせるような
形を取り、異なる時間認識と感覚を同じライ
ブ演奏の時間空間の中で共存させる中で、もっ
とも自然な「テンション」を見い出していく。
フィクスト・メディアの部分は田村さんの演
奏録音を時間的に伸縮させられたものである。
坂本さんはそのフィクスト・メディア作品によ
る自らの聴取経験に基づいて、楽器演奏にお
ける可能性を提供する。（蒋斯汀 J. Siting） 
（未出版, 演奏時間：約11分） 

蒋斯汀（SITING JIANG） 
　上海音楽学院音楽デザイン専攻を卒業した
後に来日。国立音楽大学大学院コンピュータ
音楽作曲にて今井慎太郎に師事。修士課程を
首席修了した後、同大学大学院の博士後期課
程に進み、最先端のコンピュータプログラム
を駆使する現代音楽の創作を中心とした活動
を行う。また、2016年から2017年には、
Hèctor Parra、Mikhail Maltに師事し、IRCAM
（フランス国立音楽音響研究所）作曲家研究
員のコースを修了。 
　音響音楽心理学的なアプローチを取り組み、
アコースティック楽器の演奏とコンピュータ
を音響レベルで有機的に融合できるソフトウェ
アプログラム開発を行いながら音楽作品の作
曲に取り組んでいる。（蒋斯汀） 

  /  2 8



モノローグ 9 (1975) 
/ E. v. コッホ 

　エルランド・フォン・コッホ Erland von 
Koch (1910-2009)はスウェーデンの作曲家、
指揮者、教育者。父ジグルトも作曲家である。
ストックホルム音楽大学にて作曲を学び、後
年は同音楽学校で教授となった。 
　《モノローグ（独白）第9番 Monolog 9》
は、コッホによる無伴奏作品シリーズの第9番
目の作品である。同シリーズは様々な管楽器・
弦楽器・声種のために作曲されており、その
数は18曲に及ぶ。この楽曲は、素朴な旋法に
よって紡がれる第一楽章Andanteと、新古典
主義的な色彩を持つスケルツォの第二楽章
Allegro vivaceという、対照的な性格を持つ
２曲から構成される。今日主にコンクール・
レパートリーとして（チューバ奏者に）親し
まれている。 
　Ⅰ. Andante 
　Ⅱ. Allegro vivace 
（出版：Gehrmans, 演奏時間：約5分） 

クリプト　XIII (2013) 
/ 木下正道 

　"Crypte"はフランス語で地下納骨堂を意味
し、また"隠されたもの"の暗喩でもあります。
独奏楽器のためのシリーズである"Crypte"は、
その楽器に内包された、普段はあまり表に出
てこない様な音(しかしそれは通常の演奏でも
ほんの紙一重の僅かな隣であるような音)を、
演奏家の非常に微細でかつ大胆な身体性の発
現のもとに探る、というコンセプトで書かれ
ています。勿論それはこのシリーズだけでなく、
最近の私の作品ほとんど全てに共通するテー
マです。チューバソロのための "XIII “は、低音
デュオ(テノールの松平敬さん、チューバの橋
本晋哉さんによるユニット)からの委嘱で書か
れ、秋吉台にて橋本晋哉さんによって初演さ
れました。いくつかのモチーフが、それぞれ変 

容を伴い、また互いに影響されながら、錯綜
した持続を形作っていきます。それらの中に
埋め込まれた身体的な技法、奏法が不意に衝 
突し、または引き延ばされる事により、それ
らの「違った側面」が垣間みられるように仕
組んでいきます。その連続により、通常の音
楽時間の流れに微かな「楔」を打ち込み、音
と身体の関係が揺れ続ける場、またはその関
係が生々しく露呈する場、を作りたいと思い
ました。（木下） 
（未出版, 演奏時間：17分） 

木下正道 (きのした まさみち) 
　1969年、福井県大野市生まれ。吹奏楽とハー
ドロックの経験の後、東京学芸大学で音楽を
学ぶ。大学入学後はフリージャズや集団即興、
お笑いバンド活動なども行った。2001年度武
満徹作曲賞選外佳作(審査員=オリバー・ナッ
セン)、平成14年度文化庁舞台芸術創作奨励賞、
2003年日本現代音楽協会新人賞、などに入選。
現在は、様々な団体や個人からの委嘱や共同
企画による作曲、優れた演奏家の協力のもと
での先鋭的な演奏会の企画、通常とは異なる
方法で使用する電気機器による即興演奏、の
三つの柱で活動を展開する。武生国際音楽祭
で出会った作曲家 (徳永崇、渡辺俊哉、星谷丈
生) とともに、作曲家グループ「PATH」を結
成、定期的に演奏会を開催。武生国際音楽祭
「新しい地平」アシスタント。 
　ここ数年は年間15曲程度を作曲、初演。
2018年は6月に、若い演奏家の協力を得て全
曲初演の個展を東京オペラシティ・近江楽堂
にて開催。また9月には30分を超えるオーケ
ストラ新作が東京で初演された。2019年には
ピアノとエレクトロニクスのための作品がドイ
ツにて初演される予定である。その他にも多
くの若手演奏家、作曲家たちによる企画に招
聘されている。（木下） 

（休憩） 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チューバ・ダンス 

ベル・ダンス(2018) 
/ 後閑綾香 

　《ベル・ダンス》は音楽、ダンスのどちら
かに従属した作品ではなく音楽的なコンテク
ストの中で身体の意味を問いかける作品。形
式が既に定型化されている舞踊を解体し舞踊
と音楽の結びつきが解消された時、それらを
再び結合して働く状態にするには個人の体験
と記憶を、身体の動きへと執拗に文節化しな
がら結びつけることが必要である。こうする
ことによって伝統的な形式を解体する形で、
舞踊と音楽の対等な関係を築きたいと考えた。
振付は「舞踊的な身体性」を基盤にした「ミ
ニマルな動き」と「反復」が基本となってい
る。この振り付け方法はケースマイケルの基本
的な振付方法と共通している。　題名にある
《ベル・ダンス》とはバロック・ダンスので
高貴なダンスという意味の「Belle dance」と
鐘、楽器の朝顔の部分である「Bell」といった
意味を持っている。（後閑） 
（未出版, 演奏時間：約12分） 

後閑綾香（ごかん　あやか） 
　1991年生まれ。岡山県出身。国立音楽大学
大学院修士課程作曲専攻２年在籍。新たな視
点から音楽的特徴と身体を結びつけているダ
ンスカンパニー「Rosas」における振付と音
楽の関係性を研究している。現在、身体と音
楽の特徴、または振付家と音楽家の関係性の
新たな可能性を模索中である。 
　2016年Spring Dance Concert にてホセ
リモン舞踊団の芸術監督兼振付家であるコリ
ン・コーナー振付《Swerve》の音楽を担当。
2018年、ジュネーヴ・ジャック＝ダルクロー
ズ音楽院にて9人のパフォーマーの為の
《Nona-form Music》が上演された。作曲を
川島素晴、デヴィッド・ローゼンブーム、トー
マス・マイヤー＝フィービッヒ、斉木由美、北
爪道夫、松本淳一の各氏に師事。（後閑） 

カプリッチョ(1980)  
/ K. ペンデレツキ 

　クシシュトフ ペンデレツキ　Krzystof 
Penderecki（b.1933）は、ポーランドの作
曲者、指揮者。全体主義政権のポーランドで
戦争恐怖の下幼少期を過ごし、終戦後の1945
年から私的にヴァイオリンのレッスンを受け
始めた。1951年からは大学で古典哲学、その
後対位法を学んだ。1959年作曲国際コンクー
ルに入賞、それを機に奨学金を得て西欧に滞
在し、L. ノーノ、P. ブーレーズ、出版社との
コンタクトを得る。これによって彼は「西側」
と繋がりを持ち始めた。彼の初期の作品は、
独特のクラスター・トーン（黒い長方形によっ
て記譜される）、不確定な音高（矢印によっ
て記譜される）、そして（特に弦楽器の）特
殊奏法などが特徴であるが、その後彼は音響
的な作風から徐々に脱却していき、標題性、
調性、旋律などを取り入れ、新ロマン主義の
流れに合流していった。《広島の犠牲者に捧
げる哀歌 Tren ofiarom Hiroszimy》（1960）
やホロコーストを取り扱った作品など、社会
問題をテーマとした楽曲も多い。 
　《カプリッチョ Cappriccio》は、チューバ
奏者ズヅィスラヴ ピエルニク Zdzisław Piernik
に献呈された無伴奏作品である。この楽曲で
は、初期の音響的な作風は影を潜めており、
ポロネーズ、スロウ・ワルツ、（ファンファー
レ、）ワルツなどの、明確に舞曲的なフレーズ
が朗々と演奏される。しかしそのダンス的な
楽想は、短9度・増4度（減５度）の音程関係、
変拍子、異常な幅の跳躍によって歪んでしま
う、と同時にチューバは高度な技術的要求（連
続する跳躍）にどもってしまい、結果として

﹅ ﹅ ﹅ ﹅

楽曲全体は「踊れない」奇妙なダンスという
形で呈示される。 
（出版：Schott, 演奏時間：約5分） 
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パルティータ　イ短調 (1776?） 
/ J.S. バッハ　 

　 
　《パルティータ イ短調 Partita a moll 
BWV1013》は、J .S .バッハ Johann 
Sebastian Bach(1685-1750)による、無伴
奏フルート（トラヴェルソ）のための組曲で
ある。バロック時代において組曲は、同一の
調性の舞曲を組みにしてまとめて演奏する形
態を指した。主としてアルマンド、クーラン
ト、サラバンド、ジーグの組み方を軸にする
が、プレリュード（前奏曲）が添えられたり、
ブーレ、パスピエ、ガヴォットなどが挿入さ
れることもある。本楽曲は、終曲にジーグを
欠く以外は通常の組曲のスタイルを踏襲して
いるが、第一楽章のアルマンド、第二楽章の
クーラントにおいて、極端に息継ぎ可能な箇
所が少ないこと、また分散和音が多いことか
ら、もともとは弦楽器からの編曲作品ではな
いかと思われる。今回は第三楽章のサラバン
ド(ゆったりとした３拍子)、第四楽章の英国風
ブーレ(速い2拍子)の2曲を取り上げる。 
　III. Sarabande 
　IV. Bourrée Angloise 
（出版：Bärenreiter, 演奏時間：約6分） 

レス・アス・エクス・アンス・ピレ　(1973) 
/ V. グロボカール 

　グロボカール Vinko Globokar (b.1934)
は、スロヴェニア（旧ユーゴスラヴィア）のト
ロンボーン奏者、作曲家、即興演奏家である。
フランスで移民の一家に生まれ、第二次世界
大戦後にリュブリャナに引き上げ、同地の高
校のビッグバンド活動でトロンボーンを始めた。
瞬く間にジャズ・プレイヤーとして頭角を現し、
楽器を始めて2年後にはリュブリャナ放送ビッ
クバンドに入団、プロとして活動を始める。
その後リュブリャナ音楽院を経てパリ国立高
等音楽院を一等賞で卒業。その後ルネ・レイ
ボヴィッツに現代音楽の手ほどきを受け、ル
チアーノ・ベリオに作曲を師事。トロンボーン
のヴィルトゥオーゾ（名手）として様々な同

時代作曲家の新曲を初演した。代表曲として
は、特殊奏法、演奏者の自発性などを重要な
作品構成要素とした実験的曲集 《ラボラトリ
ウム Laboratorium》(1973-85)、移民をテー
マとした大規模作品《移民たち Les Émigrés》
(1986)などが挙げられる。 
　《レス・アス・エクス・アンス・ピレ　
Res/as/ex/ins-pirer》は《ラボラトリウム》
の一曲として、金管楽器ソロのために1973年
作曲された。曲名は呼吸に関する4つのフラン
ス語の組み合わせによるものであり、その名
の通り楽曲中すべての呼吸を演奏に用いるこ
とが要求される。すなわち、吸気（吸う息）
による開始の一音から、呼気（吐く息）によ
る最後の音が吹奏されるまでの約10分間、す
べての呼気と吸気が特殊奏法の演奏に用いら
れるのである。楽器の中から息を吸って長時
間演奏し続けることは、奏者に極度の身体的
負担を強いることになり、演奏は次第に破綻
していくことになる。過剰な呼吸によって限
界状態に面した演奏者の身体が現前すること
を、作曲者はインタビューで以下のように語っ
ている。 

これが身体的負担を強いることは疑問の余地が
ないほどに明らかだ。奏者は発汗し始め、次第
に目の前が暗くなってゆく。それに対していく
つか対策を取ることはできるが、もうこれ以上
演奏を続けることができないという地点に、い
ずれたどり着く。そうなった時が、まさにこの
曲の終わりの地点である。［中略］この曲は崩
壊のプロセスを内包している。(Köhler: 1989) 

以上の説明から分かるように、この楽曲はダ
ンスではない。しかし一方で、身体は最も複
雑なビート・ジェネレーターであると言える。
鼓動する心臓、歩み、呼吸によって膨らみ・
萎む胸郭、瞼の瞬き、咀嚼、血液の循環…規
則的・不規則的な、大・小様々なビートによっ
て身体は満ち満ちている。「過剰な呼吸」に
よって発汗し、不整に脈打ちながら痙攣する
身体のビートを目撃されたい。 
（出版：Peters, 演奏時間：10分） 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（以上、特に註のない解説は坂本による） 
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