
 

 

 

              
 

會 田 瑞 樹 
ヴィブラフォンソロリサイタル 2021  ～夢 幻 泡 影～ 

 

2021 年 10 月 30 日 (土)  
15 時開演(14 時 30 分開場) 

かなっくホール(横浜市神奈川区民文化センター) 
主催：會田瑞樹  /  共催：横浜市神奈川区民文化センターかなっくホール指定管理者  /  後援：神奈川区  

サントリー芸術財団第 21 回佐治敬三賞推薦コンサート  /  助成：公益財団法人野村財団  
 

武満徹(没後 25 年)《クロスハッチ》(1982) 
今堀拓也《Bruckneriana for vibraphone solo》（2021/世界初演） 
辻田絢菜《CollectionismⅩⅤ/Undine》（2021/世界初演） 
鈴木純明《1Q22 pour vibraphone solo》（2021/世界初演） 
J.S.Bach(會田瑞樹編曲)《フーガト短調(BWV1000/1001)》 

J.S.Bach(會田瑞樹編曲) 《パルティータ第二番 BWV826 よりロンド/カプリス(世界初演)》 
intermission(15 分) 

坂田直樹 《Leptothrix》(2019,2021/関東初演) 
細川俊夫 《夕顔》(2020) 

會田瑞樹 《雨の降る前に… -二人の奏者と一台のヴィブラフォンのための-》(2021/関東初演) 
武満徹  《雨の樹》(1981) 

マリンバ：谷口かんな、横地ちひろ / 朗読：木下真希 / 照明：小林孝彦 
 

終演予定時刻：17 時 10 分

Mizuki AITA profile                                               
 1988 年宮城県仙台市生まれ。日本現代音楽協会主催 ”競楽Ⅸ ”第二位入賞と同時にデビュー以降、こ
れまでに 300 作品以上の新作初演を手がけ「初演魔」の異名をとる打楽器 /ヴィブラフォン奏者。第
10 回 JFC 作曲賞入選、リトアニア聖クリストファー国際作曲コンクール LMIC 特別賞を受賞するな
ど作曲家としても広範に活動。最新アルバム「いつか聞いたうた ヴィブラフォンで奏でる日本の叙
情」は、レコード芸術特選盤、サライ推薦、その他各紙より絶賛を受けた。ヴィブラフォン、現代作
品の魅力を多彩に紹介したヴィブラフォンソロリサイタル  in OSAKA の成果により令和 2 年度大阪
文化祭奨励賞受賞。郡山女子大学短期大学部非常勤講師。2021 年よりかなっくホールレジデントアー
ティスト。  
 
 
。  



 

 

武満徹(没後 25 年) 《クロスハッチ》 
(1982) 

 指揮者岩城宏之の委嘱により作曲された本作
品は、かつて打楽器学徒であった岩城が一念発起
して開催した 1982 年 8 月 21 日軽井沢での「岩
城宏之・打楽器リサイタル」において初演された。  
 1 分の中に武満徹のエッセンスが詰め込まれ
た掌の小品。(會田瑞樹) 

 

今堀拓也 
《Bruckneriana  

for vibraphone solo》 
（2021/世界初演） 

 會田瑞樹氏と私はブルックナー
ファンという共通点があり、今回はブルックナー
を題材に作曲することを試みた。2018 年にオー
ストリア文化庁の芸術家レジデンスに招聘され、
3 ヶ月間ウィーンに滞在することになり、私はミ
ラノの滞在を切り上げてレンタカーに家財道具
をまとめて引っ越し、途中その車でリンツ郊外に
あるザンクトフローリアン修道院を訪れた。ブル
ックナーの棺は地下聖堂に安置されており、中庭
には見事なイヌバラの株が茂っていた。その時の
印象をもとに作曲したのがこの曲である。またブ
ルックナーは宮廷オルガニストでもあり、普段よ
りミサ中のオルガン演奏には欠かせない即興演
奏を通じて作曲の構想を温めていたことも念頭
に置き、ヴィブラフォンという會田氏の使いこな
す楽器で、そこからオーケストラのユニヴァーサ
ルな響きが広がることも念頭においた。 
 ブルックナーの諸法の様々な特徴、例えば二重
付点リズムや全休止などを取り入れつつ、特定の
音程(短 2 度、短 3 度、完全 4 度とその転回形か
らなるいくつかのモチーフ)とその反行逆行形を
もとに構成している。第 3 までの主題を持つソナ
タ形式で、展開部の最後にクライマックスをあえ
て持ってこないといったブルックナーの特徴も
踏襲している。しかしながら、機能和声は原則的
に避けている。 
 なお、全 4 楽章として作曲し総演奏時間は 30
分を超えるが、今回は第 1 楽章のみ演奏する。 
 
 1978 年生。玉川大学卒業、パリ・エコールノ
ルマル音楽院修了、フランス国立音響音楽研究所
IRCAM作曲研究課程修了、スイス・ジュネーヴ
高等音楽院修士課程修了、2017 年ローマ国立ア

カデミア・サンタチェチーリア研究課程を最高位
評価修了し外国人初の大統領表彰。2001 年ガウ
デアムス賞（オランダ）。2018 年オーストリア文
化庁ウィーン芸術レジデンス選出。2019 年バー
ゼル作曲コンクール（スイス）第 3 位。2020 年
KLANG!国際作曲コンクール（フランス）第 1
位。近年は植物の生態に発想を得た作品が多い。 

 

辻田絢菜 
《CollectionismⅩⅤ/Undine》 

（2021/世界初演） 

 “Collectionism”とは”蒐集症”を
意味する言葉。 
 本作は、伝説上の生き物や幻獣
などをテーマにし、そこから感じ
たイメージを音のコレクションとして配置して
いく Collectionism シリーズの続編にあたる。 
 タイトルになっている”Undine”(ウンディー
ネ)は水の精霊。もともとは錬金術師パラケルス
スの唱えた四大元素の水を司る精霊として登場
し、その後文学、音楽や美術といった様々な作品
の題材になっています。湖や泉に住んでおり、本
来は魂を持たない存在で、恋に落ちると魂が宿る
とされています。性別はないが多くは女性の姿で
描かれることが多く、虹色に輝く体に見えること
もあると言われています。 
 水は使い方によっては金属を切断することもで
きる恐ろしい素材です。ヴィブラフォンの持つ多
くの表現方法と音色が、様々に状態変化する水の
性質と重なり、水を操る幻獣ウンディーネをモチ
ーフに選びました。 
 作品はセクションが変わるごとに状態変化した
水を音にしています。ヴィブラフォンのモーター
は風や電気などをイメージして、使用するごとに
水の状態に影響を与えています。 
 リハーサル時に雨が多かったことも思い出深い
作品になりました。貴重な演奏の場を作って頂い
た會田瑞樹さんにこの場を借りてお礼申し上げ
ます。 
 
 都立芸術高校卒業。東京藝術大学音楽学部作曲
科を経て、同大学院修士課程作曲専攻修了。‘13
年 安宅賞受賞。'14 年 第 83 回日本音楽コンク
ール作曲部門（オーケストラ作品）入選、岩谷賞
（聴衆賞）受賞。同作品が'15 年第 25 回芥川作
曲賞にノミネート。 ‘18 年 NHK 委嘱作品



 

 

「CollectionismⅪ/Sidhe」が NHK-FM「現代の
音楽」にて放送初演。近年は、テレビ東京の幼児
向け番組「シナぷしゅ」にミュージックビデオ作
品を提供するなど、アコースティック楽器を使っ
た幅広い音楽の楽しみを普及することを目標に、
ジャンルに捉われない活動を続けている。 
https://ayana-tsujita.tumblr.com/ 

 

鈴木純明 
《1Q22 pour vibraphone solo》 

（2021/世界初演） 

 中学生３年生の時、友人 Tの家
に遊びに行った際、ジャズ評論も
手がける Tの兄の部屋に案内された（Tもその兄
も、現在、有名な落語家である）。部屋には数多
のジャズのレコードがあり、私が作曲の勉強をし
ていてストラヴィンスキーやバルトークの音楽
が好きだと話したところ、T の兄はキース･ジャ
レットの『ケルン･コンサート』(1975)の第 1 部
を 30 分に渡って聴かせてくれた。これが私にと
っての新たな響きの音楽＝ジャズとの出会いの
瞬間で、生涯、忘れられない音楽体験のひとつと
である。 
 あれから 36 年が経つが、いまだにジャズには
明るくない。しかしながら、私は 5 年ほど前から、
エルヴィン・シュルホフの作品を通して、1920
年代のヨーロッパにおけるジャズ受容について
強い関心を寄せるようになった。ヴィブラフォン
のための《1Q22》は、当時の「ジャズ」から、
パウル・ヒンデミットのピアノのための組曲
《1922》 作品 26 をオマージュした作品となっ
ている。すなわち《1Q22》は、ヒンデミットの
《1922》から〈ボストン〉を省いた、第 1 曲〈行
進曲〉、第 2 曲〈シミー〉、第 3 曲〈夜曲〉、第 4
曲〈ラグタイム〉の４つの部分からなる。 
 
 1970 年、東京都台東区生まれ。東京藝術大学
大学院修士課程作曲専攻修了。1997 年～2002 年、
パリ国立高等音楽院作曲科で学ぶ。1999 年～
2001 年、文化庁派遣芸術家在外研修員。2003 年、
IRCAM（フランス国立音響音楽研究所）作曲研
修課程修了。第 24 回芥川作曲賞受賞。これまで
にアンリ・セルマー・パリ、モンテカルロ春の芸
術祭、Music From Japan、全音楽譜出版社、サ
ントリー芸術財団、NHK 交響楽団等から委嘱を
受けている。2021 年 3 月、現代日本の作曲家シ

リーズ第 56 集『鈴木純明《ラ・ロマネスカ》』（フ
ォンテック）がリリース。現在、東京藝術大学音
楽学部作曲科准教授、桐朋学園大学非常勤講師。 

 

J.S.Bach(會田瑞樹編曲) 
《フーガト短調(BWV1000/1001)》 
 無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ第 1 番ト
短調の第二曲のフーガはその魅惑の旋律から、バ
ッハ自身の手でリュート版や声部を拡張したオ
ルガン版もある。かつてバッハが奏者と協働して
ヴァイオリンの極限までの可能性を引き出した
作品をヴィブラフォンでどこまで表現できるか
を試みた。(會田瑞樹) 
 
J.S.Bach(會田瑞樹編曲)  
《パルティータ第二番 BWV826 より 

ロンド/カプリス(世界初演)》 
マリンバ：谷口かんな、横地ちひろ  

 敬愛するピアニストであるマルタ・アルゲリッ
チの演奏に強く触発され編曲を手掛けた。快活な
ロンドからユーモラスなカプリスのみずみずし
い響きを金属のヴィブラフォンと木質のマリン
バによる豊潤な響きで現代に蘇らせることを意
図している。(會田瑞樹) 
 
 

Intermission(15 分) 

 

 
坂田直樹 《Leptothrix》 

(2019,2021/関東初演) 

 《Leptothrix》は四つの楽章から構成される。 
一楽章では楽器にアルミホイルやコインを設 
置し、音に「ジュー」というノイズを寄生させた。
ナーバスな楽想のなかで、ヴィブラフォンとシズ
ル・シンバルのハーモニーが響く。二楽章では通
常のマレットと竹のロッドが用いられている。楽
章全体にわたって強調されるマレットのノイズ
を通じて、ヴィブラフォンの打楽器的なポテンシ
ャルを見つめてみた。リズミカルな三楽章ではス
ティッキングに注目。通常の奏法と、響きを強制
的に消してしまう「デッド・ストローク」を混在
させることで、立体的で多声的な表現を試みた。
四楽章ではソフト・マレットと弓によって静かな
光が奏でられる。（坂田直樹） 



 

 

細川俊夫 《夕顔》 
(2020) 

 この作品は、2020 年東京オペラシティー企画
の B to C、「會田瑞樹リサイタル」の委嘱作品で、
初演者の會田瑞樹に捧げる。 
 2012 年に作曲したツィンバロンのための「夜
の音楽」を基に、それをヴィブラフォン用に書き
直した。前半はほとんど同じように始まり、中間
部からは全く新しく作曲した。 
 一つのシンプルなメロディーを、多くの「間」
を空けて演奏することによって、一つ一つの音が
よく聴こえ、空間に響き渡るようになる。その一
つのメロディーがやがて分離して、二つの陰陽を
織りなす音宇宙に成長していく。 
 「夕顔」という題名は、夕刻に咲く美しい白い
夏の花であるとともに、源氏物語の「夕顔」とい
う儚い女性の名前でもある。一つの音が空間に放
たれ、やがて消えていく。その消えていく瞬間の
儚い美しさ。時の移ろい、響きの移ろいの静かな
悲しみ。響きの後の沈黙を聴くことで、響きが心
の内側に入り込んでくる。その微妙な音と沈黙の
世界をヴィブラフォンという楽器で表現してみ
たかった。(細川俊夫) 

 

 

會田瑞樹  
《雨の降る前に…》 
 -二人の奏者と一台のヴィブラフォンのための-(2021/関東初演) 

 

うぁーん ぱちっ ごわごわ 
 水分量多めの空気は息苦しくもどかしくて 

 
かしゃん ぱらばらばら くるぐるぐる 

 少しずつ息ができる、その時を待つ 
 

水をください。 
この酔いが、ほんの少し醒めるまで。 

 
雨の降る前に思い起こしておきたいこと。 

 
武満徹作曲《雨の樹》への 

ささやかなプレリュードとして。 
(會田瑞樹) 

 
 

 
武満徹 《雨の樹》(1981) 

マリンバ：谷口かんな、横地ちひろ  
朗読：木下真希 / 照明：小林孝彦 

 ヴィブラフォン、マリンバ、アンティーク・シ
ンバルによる《雨の樹》は大江健三郎の小説、頭
のいい「雨の木」に触発され作曲された。作曲者
自身による照明装置の効果も楽譜に記されてお
り、響きと光と影とが交錯し合う作品である。 
 アンティーク・シンバルの呼応が雨の樹を象徴
するヴィブラフォンを呼び込み、ゆっくりとその
存在を表明する。マリンバによるリズムの呼びか
けに応え、その流れは一筋の道行きとなるが、突
如として雨の樹は拒絶的な咆哮を発し、音楽は強
弱のゆらぎを帯びて熱狂する。照明も入り乱れ生
理の不安感が増す中、調和をもたらすべく全ての
楽器が同じ楽句を奏してみるが、やがて雨の樹は
その調和から自ら別離する。木々の調和の中で雨
の樹が歌う惜別の歌。その存在は超越した宇宙樹
のように、気高くそこに立つ。 
 「この作品のヴィブラフォンは、ある打楽器奏
者をイメージして作曲した。」と武満徹はのちに
語っている。 
 小説家大江健三郎と打楽器奏者シルヴィオ・ガ
ルダに献呈。1981 年 5 月 31 日、東京「今日の音
楽」において、吉原すみれ、山口恭範、菅原淳に
よって初演。(會田瑞樹) 
 
谷口かんな 
京都市立京都堀川音楽高等学校、京都市立芸術大
学卒業。卒業後はフリーランスの音楽家として活
動。他分野との共演・創作にも数多く携わる。ま
たガムラン合奏団「マルガサリ」に参加し、イン
ドネシア音楽や現代作品の演奏にも関わる。現在、
京都文化芸術都市創生審議会市民委員〔文化芸術
都市推進室〕。師事歴は、マリンバと打楽器を、
伊藤朱美子、小森邦彦、宅間斉、布谷史人、堀内吉昌、山本毅、ガ
ムランをシスワディの各氏。 

 
横地ちひろ 
日本クラシック音楽コンクール最高位。第 17 回
日本 Jr 管打楽器コンクール金賞第 1 位。日本打
楽器協会打楽器新人演奏会最優秀賞。2009 年、
2021 年ソロリサイタル開催。武蔵野音楽大学音
楽学部ヴィルトゥオーソ学科首席卒業。同大学大
学院修士課程ヴィルトゥオーゾコース修了。福井
直秋記念奨学生。現在同大学大学院博士後期課程在学。(有)らうむ
音楽教室及び蒲田音楽学園ピアノ・マリンバ講師。ピアノを横地千
鶴子、(故)丸山徹薫、髙坂朋聖、岩津勢伊子、福井直昭、マリンバ
を高橋まきの、高橋美智子、吉原すみれの各氏に師事。 


