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若手音楽家支援プログラム2011

トーキョーワンダーサイト渋谷、トーキョーワンダーサイト青山：クリエーター・イン・レジデンス、東京ウィメンズプラザホール

※プログラム・会場はやむをえず変更となる場合がございます。予めご了承ください。

プログラム

TOKYO EXPERIMENTAL FESTIVAL

A

SOUND, ART ＆ PERFORMANCE Vol.6
トーキョー・エクスペリメンタル・フェスティバル Vol.6

2011/12/5■月 -2012/1/31■火

現代日本の音楽家と出会う 第6回｜中川賢一×Sound×Art×Performance  PART 1 ／ PART 2 

日時：Part 1  トーキョー・エクスペリメンタル・フェスティバル  オープニング
日時：2011年12月5日（月）15:00～21:00（6時間公演）
日時：Part 2   トーキョー・エクスペリメンタル・フェスティバル  オールナイト・フィナーレ
日時：2012年1月30日（月）13:00～ 31日（火）13:00（24時間公演）
会場：トーキョーワンダーサイト渋谷／トーキョーワンダーサイト青山：クリエーター・イン・レジデンス

出演：中川賢一、一柳 慧、足立智美、チャン・ヨンヘ重工業 他多数予定

アンサンブル・モデルン＆トーキョーワンダーサイト アカデミー Vol.5 「東洋×西洋の新しい伝統へ向けて」 

会期：2011年12月9日（金）～12月17日（土）
会場：トーキョーワンダーサイト青山：クリエーター・イン・レジデンス、東京ウィメンズプラザホール

講師：アンサンブル・モデルン・メンバー、一柳 慧

2010年度受賞記念公演／2011年度フェスティバル参加公募企画／滞在アーティストによる公演

会期：2011年12月20日（火）～2012年1月27日（金）
会場：トーキョーワンダーサイト渋谷

出演：ラース・クンデ、The Dialogue（荒川 医＆サージ・チェレプニン）、ニール・ラック、スエナガゴウ、
出演：Navinko と桑原ゆう、カーラ・チスノ、河合政之 with 浜崎亮太、佐藤淳一、エキゾチックドット、
出演：picotek［ピコテク］、レオナルド・ペレガッタ、デュプイ1975、吉濱 翔、ザ・ペーパー・アンサンブル、　　　　　
出演：実験音楽とシアターのためのアンサンブル、悪魔のしるし、アレクサンドラ・カルデナス
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企画概要

日々新しい文化が生まれ、交錯する都市・トーキョー。誰も体験したことのない実験的な公演を一挙に上演するサウンド・フェ
スティバルに、常に新しい表現を模索する次世代のアーティストが、世界各地から集います。東日本大震災という未曾有の
災害を受けて、今後、東京そして日本はどのような方向に進んでいくべきか、いま、本当に必要とされている「実験」とは？
今年度の企画公募による入選者、昨年度の受賞者、さらには招待アーティストも参加して、全24公演を行うほか、世界最
高峰の現代音楽グループ、アンサンブル・モデルンによるアカデミーでは、「東洋×西洋の新しい伝統へ向けて」をテーマにし
た公開舞台制作も行います。
また、「現代日本の音楽家と出会う」では、ピアニスト・指揮者として活躍する中川賢一氏によるメシアン《鳥のカタログ》全
曲演奏とジョン・ケージ・オールナイト・ライヴを開催します。

■ 申込方法：氏名、電話番号、ご希望の公演名と日時、チケット枚数をご記載のうえ、件名を「フェスティバル申込み」として、
E-mail: performingart11@tokyo-ws.orgもしくはFAX: 03-5766-3742までお申し込みください。

■ 主催：公益財団法人東京都歴史文化財団  トーキョーワンダーサイト
■ 助成：財団法人アサヒビール芸術文化財団
■ トーキョーワンダーサイト・ミュージックプログラム・スーパーバイザー：一柳  慧（作曲家、ピアニスト）

会場案内

A

トーキョーワンダーサイト渋谷｜〒150-0041 東京都渋谷区神南1-19-8｜ TEL: 03-3463-0603 / FAX: 03-3463-0605
■交通案内：渋谷駅（JR山手・埼京線・湘南新宿ライン/東急東横・田園都市線 /京王井の頭線 /東京メトロ銀座・半蔵門・副都心線）より徒歩8分 

トーキョーワンダーサイト青山：クリエーター・イン・レジデンス｜〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-53-67 コスモス青山SOUTH棟3F

TEL: 03-5766-3732 / FAX: 03-5766-3742
■交通案内：表参道駅（東京メトロ銀座・半蔵門・千代田線）B2出口より徒歩7分、渋谷駅（JR山手・埼京線・湘南新宿ライン/東急東横・田園都市線 /京王井の頭線 /東京メトロ銀座・半蔵門・副都心線）より徒歩8分

東京ウィメンズプラザホール｜〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-53-67｜ TEL: 03-5467-1711 / FAX: 03-5467-1977
■交通案内：表参道駅（東京メトロ銀座・半蔵門・千代田線）B2出口より徒歩7分、渋谷駅（JR山手・埼京線・湘南新宿ライン/東急東横・田園都市線 /京王井の頭線 /東京メトロ銀座・半蔵門・副都心線）より徒歩8分

※各会場に駐車場はございませんので、お車でのご来館はご遠慮下さい。
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2006年より毎年開催している「現代日本の音楽家と出会う」は、日本を代表する現代音楽家・作曲家を迎えて行うシリーズ
企画です。コンサートでは、若いアーティストにも参加いただき、生の現場で共に制作する機会を提供しています。今回はピ
アニスト・指揮者として活躍する中川賢一氏をお招きし、フェスティバルのオープニングとフィナーレを飾る２つのスペシャル企
画をお届けします。

A

現代日本の音楽家と出会う 第6回｜中川賢一×Sound×Art×Performance 

中川賢一、ついに決行！｜メシアン《鳥のカタログ》全７巻１３曲を一挙上演。難曲《鳥のカタログ》全曲演奏の合間に、異色
のクリエーターたちが祈りのパフォーマンスを繰り広げます。「音楽」なのか「鳥」なのか… 全身全霊をかけた“祈りの音

おとだま

魂”が飛
び交う6時間！

■公演日時：2011年12月5日（月） 15:00-21:00終演予定（14:30開場）　 

■会場：トーキョーワンダーサイト渋谷

■入場料：一般 :2,000円／学生 :1,600円（全席自由／予約制／当日精算）

■プログラム：オリヴィエ・メシアン《鳥のカタログ》

■出演予定：中川賢一（ピアノ）　　　　　　　　　　　　     

■ゲスト：チャン・ヨンヘ重工業、ディン・Q・リー、ウィット・ピムカンチャナポン、荒川 医＆サージ・チェレプニン、伊藤憲孝、田村友一郎、 mamoru 他予定

    （ゲストは変更となる場合がございます）

Part 1｜ トーキョー・エクスペリメンタル・フェスティバル  オープニング｜ 3.11から 平和の象徴─鳥？『オリヴィエ・メシアン／鳥のカタログ』

中川賢一、体力の限界に挑戦！｜生誕１００年、ジョン・ケージのオールナイト・ライヴに挑みます。プリぺアド・ピアノの金字塔
《ソナタとインターリュード》70分×10回演奏と、“ジャンル超えパフォーマンス”１０本が入り乱れる２４時間！　渋谷と青山のトー
キョーワンダーサイトを行き来するエクスペリメンタルな時空間を一緒に体験しませんか？

■公演日時：2012年1月30日（月） 13:00 （12:30開場）- 31日（火）13:00終演予定　 

■会場：トーキョーワンダーサイト渋谷（日中） ／ トーキョーワンダーサイト青山：クリエーター・イン・レジデンス（夜間）

■入場料：一般 :2,000円／学生 :1,600円（全席自由／予約制／当日精算）

■プログラム：ジョン・ケージ《ソナタとインターリュード》

■出演予定：中川賢一（ピアノ）　　

■ゲスト：一柳 慧、足立智美＆北條知子、荒川医＆サージ・チェレプニン、伊藤憲孝、木埜下大祐、田村友一郎、 mamoru 他予定

  （ゲストは変更となる場合がございます）

Part 2｜ トーキョー・エクスペリメンタル・フェスティバル  オールナイト・フィナーレ｜ 3.11から 祈り？『ジョン・ケージ／ソナタとインターリュード』

※プログラム、ゲストについての詳細は、決定次第ホームページにて発表します。　　　　　　　　　              　
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出演者プロフィール

ゲストプロフィール

中川賢一（ピアニスト・指揮者）｜ Ken'ichi Nakagawa (Pianist, Conductor)

桐朋学園大学でピアノと指揮を学び、卒業後、ベルギーのアントワープ音楽院ピアノ科首席修了。
97年オランダのガウデアムス国際現代音楽コンクール第3位。98年に帰国後、ソロ、室内楽、指揮
で幅広く活躍。NHK-FM出演、新作初演も多い。サントリーサマーフェスティバル、東京の夏音楽
祭、武生国際音楽祭に数多く参加。現代音楽アンサンブル「アンサンブル・ノマド」のピアニスト、指
揮者。夏木マリの「印象派」シリーズ連続出演や、故・頼近美津子、伊藤ひろ子、平野文等との朗
読と音楽など、他分野とのコラボレーションも活発。「Just Composed in Yokohama　03」、04年
「超難解音楽祭」(仙台 )音楽監督・プロデュースなども行う。指揮では、東京室内歌劇場、広響と
共演。最近ではタップダンサーの熊谷和徳との共演で東京フィルを指揮。NHKテレビ「名曲探偵ア
マデウス」、東京フィル、札響、水戸室内管等でピアノ演奏とトークを交えたアナリーゼ等を展開。お
茶の水女子大学、桐朋学園大学非常勤講師。2001年度宮城県芸術選奨新人賞受賞。

（NY）にて個展開催。アーティスト活動の傍ら、ロサンゼ
ルスでベトナム芸術財団（VNFA）、ホーチミンに非営利ギャ
ラリーのサン・アートを共同設立。

1976年タイ・バンコク生まれ。1999年、イギリス・ケント・イ
ンスティテュート・オブ・アート＆デザイン、メイドストーン、ヴィ
ジュアル・コミュニケーション修士取得。マッピング、歪み、
ハイパーテキストといった概念に焦点を当て制作を続ける
一方、地元の鑑賞者の“接近性”と、それがどのようにグ

ローバルなアートの文脈とともに機能するかをテーマにして
いる。近年の主なグループ展にシンガポール・ビエンナーレ
（2008）、第6回アジア・パシフィック・トリエンナーレ（ブリ
スベン、2009）など。また、「Soi Project」の主要メンバー
としても活躍している。

荒川 医／福島県出身。N.Y.に拠点を置くアーティスト。
作品は世界各地で発表されている。他のアーティストなどと
のコラボレーションが多く、「アーティスト」と「受け手」の役
割に対して挑戦的でありながらも、カラフルで探求心、遊び
心に満ちた作品を制作している。
サージ・チェレプニン／N.Y.に拠点を置くアーティスト。パ
フォーマンス、作曲、インスタレーションを用いてサウンドの
物質性、聴衆に対する肉体的・精神的な影響を探求してい
る。彼の作曲した作品は世界各地で演奏されている。

韓国出身のヨンヘ・チャンと、米国出身のマーク・ヴォージュ
によるユニット。ソウルを中心に活動。人間が持つ普遍的
な真理、葛藤を浮かび上がらせ、ユーモアに辛辣さを利か
せた言葉で発表している。テート美術館（ロンドン）、ポンピ
ドゥー美術館（パリ）、ニューミュージアム（NY）などでコミッ
ション・ワークを制作発表した他、2011年秋にはブラジルの
メルコスール・ビエンナーレに出展予定。

1968年ベトナム生まれ。ホーチミン在住。カンボジアとの
国境近くで育ち、1979年クメール・ルージュの侵攻から逃れ
るために、10歳で家族とともに渡米。カリフォルニア大学
修了後、スクール・オブ・ビジュアル・アート（NY）にて修士
号取得。写真、彫刻、ビデオ作品などを通して、戦争や移
民、人々の記憶をテーマに制作している。2010年MoMA

チャン・ヨンヘ重工業（アーティスト）
Young-Hae Chang Heavy Industries (Artist)

ディン・Q・リー（アーティスト）｜ Dinh Q. Lê  (Artist)

ウィット・ピムカンチャナポン（アーティスト）
Wit Pimkanchanapong   (Artist)

荒川 医＆サージ・チェレプニン（アーティスト）
Ei Arakawa & Sergei Tcherepnin  (Artist)

A

《Erasure》 (2010) Mixed-media installation, Commissioned by the 
Sherman Contemporary Art Foundation, Sydney, Australia

The Dialogue "Reorienting Orientationalism, New Directions 
(Haircolour), International Class"
公演風景：TWS Shibuya, 2011/2/18

《Fruits》 (2007) Installation, activity  

《THE LIFE OF THE CITY OF THE 
MIND》 (2011) HD QuickTime movie, 
original text and music soundtrack, 
Public installation, Freyberg Place, 
Auckland, New Zealand "Living 
Room 2011: Metropolis Dreaming" 
8 x 4.5m
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A

ゲストプロフィール

2001年にニューヨーク市立大学音楽学部卒業後、自作
の音具等を用いた即興演奏やサウンドインスタレーション作
品などの制作発表を経て、近年は「etude for everyday 
life / 日常のための練習曲」と題し、プラスチックストロー、
サランラップ、ハンガー、氷などの身近な素材と飲食等の
日常行為を取り入れた音作品を国内外で発表している。
2010年 度Tokyo Experimental Festivalでは「etude 
no.13 氷を吊るすヴァリエーション」で最優秀賞を受賞。

足立智美／パフォーマー、作曲家。ヴォイス、各種セン
サー、コンピューター、音響詩、舞台音楽など幅広く活動。
非音楽家との大規模なアンサンブルのプロジェクトも行う。
高橋悠治、一柳慧、伊藤キム、坂田明、飯村隆彦、石田
尚志、猫ひろしらと共演、テート・モダン、ポンピドゥー・セン
ター等で公演している。
北條知子／音楽パフォーマンス研究、企画。過去の活
動に、口パクを用いたパフォーマンス「object」（2008）、
「object/process」（2009）、「objectprocessobject」
（2011）やパフォーマンス＋シンポジウム「方法論としての
音楽」（2011）などがある。第3回AACサウンドパフォーマ
ンス道場優秀賞。東京藝術大学音楽学部音楽環境創造
科に在籍中。

洗足学園魚津短期大学、同研究科、桐朋オーケストラア
カデミー、ハンブルク音楽院（石川県芸術インターンシップ
在外研修員）、ブレーメン芸術大学を卒業、修了。現代音
楽演奏コンクール”競楽”において、4度の入選、および内
2度の審査委員特別奨励賞を受賞。グイヤンシンフォニー
オーケストラ首席フルート奏者を務めた後、ソリストに転向、
現代音楽を中心に幅広いシーンで活躍している。現在、ア
ジア同時代音楽協会（ＡＤＯＫ）会長。

プロフィールは9ページをご参照ください。

第18回“チタ・ディ・ヴァレンチノ”国際コンクールで第1位を
受賞。国内主要都市をはじめ、ヨーロッパ、アジア各国で
の演奏を行っている。スロヴァキア国立歌劇場管弦楽団
をはじめ国内外のオーケストラと共演。室内楽奏者として、
NHK交響楽団、サイトウ・キネン・オーケストラ、大阪交響
楽団、香港シンフォニエッタ各奏者との共演を行なってい
る。現代音楽アンサンブル「Trio ku」では現代作曲家の
新作を世界初演し、ドイツ3都市で行われた音楽祭に招聘
された。福山平成大学講師、エリザベト音楽大学非常勤
講師。

1977年富山県生まれ。東京藝術大学大学院映像研究
科修了。Google Street Viewのイメージだけで構成され
たロードムービー《NIGHTLESS》は、平成22年度文化庁
メディア芸術祭アート部門優秀賞受賞。恵比寿映像祭、
オーバーハウゼン国際映画祭、佐藤雅彦ディレクション「こ
れも自分と認めざるをえない」展（2010）に参加。2010年
度TWS国内クリエーター制作交流プログラム参加。写真、
映像の他、日常に予期せぬ出来事を挟みこむことで、フィク
ションを含むリアリティを映像化した、体験型、劇場型イン
スタレーションによる作品を制作。

伊藤憲孝（ピアニスト）｜Noritaka Ito (Pianist)

一柳 慧（作曲家・ピアニスト）
Toshi Ichiyanagi (Composer, Pianist)

mamoru（サウンドアーティスト）
mamoru (Sound Artist)

木埜下大祐（フルート奏者）
Daisuke Kinoshita (Flutist)

田村友一郎（アーティスト）
Yuichiro Tamura (Artist)

足立智美＆北條知子（パフォーマー）｜
Tomomi Adachi & Tomoko Hojo (Performer)

《this world is continuous or not?  / この世界は、ひとつづきか否か？》 
(2011) Film, Installation

mamoru
"etude for everyday life"
公演風景
TWS Shibuya
2010/12

実験音楽とシアターのためのアンサンブル  ジョン・ケージ《ヴァリエーションズ》
パフォーマンス風景 (2009)   旧四谷第三小体育館   ©Yotsuya Art Studium
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A

ドイツ、フランクフルトを拠点に、現代の音楽創造の最前線に立ち続けるアンサンブル・モデルンとトーキョーワンダーサイトと
の協働プロジェクト。アジアの伝統的音楽を現代の視点から読み直す「東洋×西洋の新しい伝統へ向けて」のテーマのもと、
アンサンブル・モデルン・メンバーによるレッスン、レクチャーのほか、美術家やパフォーミングアーティストも参加して、講師とと
もに舞台空間を作り上げる協働舞台制作も行っています。
未曾有の大震災にみまわれ、人間の存在、社会のあり方そのものに大きな問いが投げかけられているなか、今回は新たな試みとし
て「祈り」をテーマに作曲コンペを実施します。選ばれた作品は課題曲としてアカデミーで演奏されます。単に教える／教わる、では
なく、創造のプロセスを体感することを通して、トーキョーワンダーサイトでは、様々な方 と々対話を広げていきたいと思っています。

アンサンブル・モデルン＆トーキョーワンダーサイト アカデミー Vol.5「東洋×西洋の新しい伝統へ向けて」

協動スタジオプログラム［TWS/Music］

■講師 ヨハネス・シュヴァルツ（アンサンブル・モデルン／木管楽器、ファゴット）

 ウエリ・ヴィゲット（アンサンブル・モデルン／ピアノ）

 ライナー・レーマー（アンサンブル・モデルン／打楽器）

 笠川 恵（アンサンブル・モデルン／弦楽器、ヴィオラ）

 一柳 慧（作曲家、ピアニスト／トーキョーワンダーサイト・ミュージックプログラム・スーパーバイザー）

■開講コース  ［演奏・作曲コース］ アンサンブル・モデルン・メンバーと一柳 慧による演奏・作曲の指導。個人またはグループでのレッスン。

  ［プロダクションコース］ 講師とともにテーマに基づいたリサーチやディスカッションを通して舞台空間をつくりあげるワークショップを行います。

  ［全コース共通レクチャー・プログラム］ アンサンブル・モデルン独自のティーンエイジャーのための教育プログラム、プロジェクト・公演プ

ログラムの作り方、作曲コンペ受賞作曲家によるプレゼンテーション、講師やゲストスピーカーによる「祈りと音楽」をテーマとしたトーク・

セッション等を予定。

■日程（予定） レッスン：2011年12月9日（金）～16日（金）

 レクチャー・プログラム：2011年12月9日（金）～12日（月）19:00-21:00

 会場：トーキョーワンダーサイト青山：クリエーター・イン・レジデンス

 舞台制作過程公開：2011年12月13日（火）～16日（金）

 会場：東京ウィメンズプラザホール　　

 聴講料：1,000円（1日）

 成果発表コンサート：2011年12月17日（土）14:00開演

 会場：東京ウィメンズプラザホール　　

 入場料：無料（要予約）

※プログラム内容やスケジュール等の最新情報は、随時トーキョーワンダーサイトのホームページにて発表します。
※会期中、すべてのレッスン、レクチャー、シンポジウム等は一般公開されます。

アカデミー概要
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2011年12月9日（金） アカデミー課題曲｜作曲コンペ入選者によるプレゼンテーション

 発表者：山根明季子、ほか（予定）

　　　　　　　　　 アカデミー課題曲｜メシアン《時の終わりのための四重奏曲》、シュトックハウゼン《アデュー》について

　　　　　　　　　 講師：ウエリ・ヴィゲット、ヨハネス・シュヴァルツ（アンサンブル・モデルン）

2011年12月10日（土） 10代の子どものための教育プロジェクト
　　　　　　　　　 講師：ライナー・レーマー、ヨハネス・シュヴァルツ、笠川 恵（アンサンブル・モデルン）

2011年12月11日（日） アンサンブル・モデルンの歴史と、プログラムの作り方について

　　　　　　　　　 アンサンブル・モデルンに関する映像上映：坂本龍一とのプロジェクト、ジョン・ケージのピアノ・コンチェルトについて

　　　　　　　　　 講師：ライナー・レーマー（アンサンブル・モデルン）、ほか（予定）

2011年12月12日（月） テーマ｜祈りと音楽

　　　　　　　　 パネリスト：アンサンブル・モデルン・メンバー、中川賢一、ほか国内外からのゲスト（予定）

会期の最終日に、アカデミー参加者と講師によるコンサートを行います。舞台制作ワークショップの成果も含めて、アカデミーで扱った作品の一部を披露します。

■日時：2011年12月17日（土）14:00開演
■会場：東京ウィメンズプラザホール　　
■入場料：無料（要予約）

［アンサンブル・モデルン・メンバーによる演奏予定曲］
Pierre Boulez《Incises》（1994） 演奏：ウエリ・ヴィゲット（ピアノ・ソロ）
Frederic Rzewski《To the earth》（1985） 演奏：ライナー・レーマー（パーカッション・ソロ）
Bernd Alois Zimmermann《Sonata For Solo Viola “an den Gesang eines Engels”》（1955）  演奏：笠川 恵（ヴィオラ・ソロ）
Pierluigi Billone《Legno Edre II EDRE》（2004）  演奏：ヨハネス・シュヴァルツ（ファゴット・ソロ）

［アカデミー課題曲／成果発表コンサート曲目（下記作曲家の作品より予定）］
アントン・ヴェーベルン、ジャチント・シェルシ、モートン・フェルドマン、ルチアーノ・ベリオ、イサン・ユン、ソフィア・グバイドゥーリナ、ジョン・ケージ、一柳 慧、湯
浅譲二、トミ・ライサネン（TWSレジデンス滞在作曲家／フィンランド）、ゲノエル・フォン・リリエンシュタイン（TWSレジデンス滞在作曲家／ドイツ／アンサンブ
ル・モデルン推薦）ほかによる作品をはじめ、作曲コンペ入選作品も扱います。

19:00-21:00
［プレゼンテーション］

19:00-21:00
［ワークショップ］

19:00-21:00
［レクチャー］

19:00-21:00
［トークセッション］

レクチャー・プログラム

成果発表コンサート
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このたび、「アンサンブル・モデルン＆トーキョーワンダーサイト アカデミー」が開催第5回目を迎えるにあたり、新しい試みとして指名制の作曲コンペを実施
し、「祈り」をテーマに未発表の室内楽作品を募集しました。本コンペの参加者は、これまでにトーキョーワンダーサイトのプログラムに参加したことのある
気鋭の作曲家から選ばれました。入選した作品は本アカデミーにて課題曲として取り上げられます。また、会期中、作曲家本人による作品プレゼンテーショ
ンも行います。

■ テーマ：「祈り」――未曾有の大震災にみまわれた今日、私たちは、深い悲しみとともに人間の存在、社会のあり方そのものへの大きな問いを投げかけら
れています。トーキョーワンダーサイトでは、芸術、社会、日本のあり方、自然と文明、人間と世界とのかかわりについて、祈りの気持ちとともに様々な方々
と対話を広げ、これからの世界を考えてゆきたいと思っています。

■ 参加作曲家：山根明季子（日本）、渡辺裕紀子（日本）、ウゴ・ソリス・ガルシア（メキシコ）
■ 指名者：一柳 慧（作曲家、ピアニスト／トーキョーワンダーサイト・ミュージックプログラム・スーパーバイザー）、トーキョーワンダーサイト
■ 優勝賞金：15万円
■ 楽器編成：次の楽器を用いた室内楽作品：フルート、クラリネット、ヴァイオリン、ピアノ、ギター、筝、笙、打楽器（次の中から各1台以内：マリンバ［A～c 4・

1/3oct］、ビブラフォン、銅鑼［30インチ程度以内］）
■ 演奏時間：12分以上20分未満
■ 初演日：12月17日（土）14:00～アカデミー成果発表コンサートにて上演（予定）｜会場：東京ウィメンズプラザホール
■ 作曲者プレゼンテーション：12月9日（金）19:00～（予定）｜会場：トーキョーワンダーサイト青山：クリエーター・イン・レジデンス
■ 入選作品：山根明季子《p/b 双生児》、渡辺裕紀子《Merry go round for my lady》、ウゴ・ソリス・ガルシア《THE WAVE》

一柳 慧とトーキョーワンダーサイトによる審査の結果、どの作品も個性的で魅力があるが一作品を選出するには甲乙付け難いとして、今回は優勝者なしの三
者入選という結果となりました。賞金は3分割されて5万円ずつ各参加者に授与されます。

作曲コンペティション
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講師プロフィール

©Manu Theobald

A

1980年創設。1985年からフランクフルトを本拠地として活動している世界最高峰の現代
音楽グループ。メンバーは、アルゼンチン、ブルガリア、インド、日本、スイス、ドイツ、イスラ
エル、ポーランドなど、世界各国から集まった19名のソリストたちで構成され、芸術監督を置
かず、メンバー全員によって芸術面、運営面等を決定している。シアターピースや、ダンスプ
ロジェクト、ビデオ、室内楽、オーケストラなど様々なかたちで活動。フランク・ザッパ、ハイナー・
ゲッペルス、スティーヴ・ライヒ、ビル・ヴィオラなど世界的なアーティストと密接な共同作業を
行っており、年間100回以上のコンサート、平均20作品の世界初演を行う。また、若い音
楽家のための独自の教育活動にも積極的に取り組んでいる。

アンサンブル・モデルン｜ Ensemble Modern

1933年兵庫県生まれ。作曲を平尾貴四男、ジョン・ケージ、ピアノを原智恵子、ヴィヴェレッ
ジ・ウェブスターらに師事。1950年代後半からニューヨークを中心に、ケージ、デヴィッド・
テュードアらと実験的音楽活動を展開。1961年帰国、偶然性や図形楽譜を用いた作品と、
欧米の新しい音楽の紹介と演奏によって、さまざまな分野に強い刺激を与える。常に日本音
楽界の中心として活動を続け、これまでに尾高賞を4回、フランス文化勲章 (1985)、毎日芸
術賞 (1988)、京都音楽大賞 (1988)、紫綬褒章 (1999)、サントリー音楽賞 (2002)など受
賞多数。作品はオペラ、交響曲、協奏曲、電子コンピューター音楽、雅楽、聲明など多岐
にわたっており、ベルリン・フェスティバル、ウィーン・モデルン、オランダ・フェスティバル、フィ
ンランド・フェスティバルからの委嘱や招聘も数多く受けている。現在、神奈川芸術文化財
団芸術総監督、アンサンブル・ニュー・トラディション総合ディレクター、トーキョーワンダーサイ
ト・ミュージックプログラム・スーパーバイザーなどを務める。2008年に文化功労者。

一柳 慧（作曲家、ピアニスト）｜ Toshi Ichiyanagi (Composer, Pianist)
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ジャンルを問わずさまざまな表現者たちが集うフェスティバル。新しい実験的な公演企画を国内外から公募し、審査により選
出された企画をTWSのサポートのもと、フェスティバルという枠組みのなかで実施します。また、上演された企画の中から、
最優秀賞、特別賞、奨励賞を選出し、さらなる発表の機会を提供するなど、継続的に支援しています。
今年も、公募により世界各地から集まった多数の企画の中から、9企画が選ばれました。また、昨年度のフェスティバルで受
賞した6企画、およびトーキョーワンダーサイト青山：クリエーター・イン・レジデンスの滞在アーティスト2組も参加。合わせて8
カ国から集まった17企画24公演が一堂に介します。

2010年度受賞記念公演／2011年フェスティバル参加公募企画／レジデンス滞在アーティストによる公演

■審査員 一柳 慧（作曲家、ピアニスト／トーキョーワンダーサイト・ミュージックプログラム・スーパーバイザー）

　　　　　　　　　畠中 実（NTTインターコミュニケーション・センター［ICC］主任学芸員）

　　　　　　　　　中川賢一（ピアニスト・指揮者）

　　　　　　　　　山下洋輔（ジャズピアニスト）

　　　　　　　　　沼野雄司（音楽学者、桐朋学園大学准教授）

　　　　　　　　　家村佳代子（トーキョーワンダーサイト事業課長）

■会場  トーキョーワンダーサイト渋谷

■入場料  各公演により異なります。公演情報をご確認ください。  
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2011年12月20日（火） 20：00開演 The Dialogue（荒川 医＆サージ・チェレプニン）「1981」

2011年12月22日（木） 20：00開演 河合政之 with 浜崎亮太「ヴィデオ・フィードバック・ライヴ・パフォーマンス」

2011年12月23日（金） 19：00開演 佐藤淳一「ルチアーノ・ベリオの周辺」

2012年1月6日（金） 19：00開演 悪魔のしるし「SAKURmA NO SONOhirushi」

2012年1月7日（土） 14：00開演 悪魔のしるし「SAKURmA NO SONOhirushi」

 19：00開演 悪魔のしるし「SAKURmA NO SONOhirushi」

2012年1月8日（日）  13：00開演 悪魔のしるし「SAKURmA NO SONOhirushi」

 17：00開演 悪魔のしるし「SAKURmA NO SONOhirushi」

2012年1月10日（火） 19：0０開演 ニール・ラック「ノートブック」

 20：30開演 ラース・クンデ 「コンポジションマシン  第四番、 ヴァンデレンドゥタック」

2012年1月13日（金） 20：30開演 スエナガゴウ 「【BED】-眠り人のための演奏会 -」

2012年1月15日（日） 16：00開演 Navinkoと桑原ゆう 「東京音色百景」

 17：00開演 エキゾチックドット 「パーセプション・オペラ」

2012年1月17日（火） 18：00-19：00 カーラ・チスノ「Breathing Room reactive sound environment」

 19：00開演 picotek ［ピコテク］ 「定常と非定常との狭間における快感」

 20：00開演 レオナルド・ペレガッタ 「シネマ・ビフォア・シネマ」

2012年1月18日（水） 18：00-19：00 カーラ・チスノ「Breathing Room reactive sound environment」

 19：30開演 デュプイ1975 「日原史絵（箏･三味線）＋山本和智（作曲）」

2012年1月20日（金） 18：00-19：00 カーラ・チスノ「Breathing Room reactive sound environment」

 19：00開演 吉濱 翔 「盲目」

2012年1月22日（日） 14：00開演 ザ・ペーパー・アンサンブル 「#8」

 15：30開演 アレクサンドラ・カルデナス 「レクチャー／メキシカン・エレクトロアコース ティック＆エクスペリメンタル・

   ミュージック」、「コンサート／“タイム・オブ・ザ・ノイズ”エレクトロアコースティック・コンサート」

 18：30開演 ザ・ペーパー・アンサンブル 「#8」

2012年1月27日（金） 19：00開演 実験音楽とシアターのためのアンサンブル  「Concert in “sapporo”」

公演日時
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2010年度受賞記念公演｜Performances by awarded winners

プログラム
「Wandelende Tak」は楽譜
「Wandelende Tak」は楽器
テンポ、リズム、ピッチ
3つの要素が織成すコンポジションマシン
 無秩序な現実を操つろうとする
構造と自由の不自然なゲーム
それらは音となる

日時：2012年1月10日（火）｜20:30開演
入場料：1,500円

企画者プロフィール
デンマークの作曲家、サウンド・アーティスト。自
作楽器やサウンド・インスタレーションを使った
ミュージック・パフォーマンスを行っている。作品は
音楽、楽器、表記システム、これらがお互いに与
える影響に焦点をあてており、展覧会などでのイ
ンスタレーションとして、また、コンサートなどでの
楽器としても発表できる二重性を含んでいる。

〈最優秀賞受賞〉 
ラース・クンデ「コンポジションマシン 第四番、 ヴァンデレンドゥタック」

プログラム
チェレプニンと荒川のコラボレーションによる、サ
ウンド、パフォーマンス、ビジュアル・アートを併置
した作品。トラディショナルな歌、楽器、物理的
なフィルター、心理音響的な現象にフォーカスし
た、物質的サウンドを探求している。同時に日本
とアメリカの個人的／歴史的なつながりをたどる
試みでもある。

日時：2011年12月20日（金）20:00開演
入場料：500円

企画者プロフィール
サージ・チェレプニン／N.Y.に拠点を置くアーティ
スト。パフォーマンス、作曲、インスタレーションを
用いてサウンドの物質性、聴衆に対する肉体的・
精神的な影響を探求している。彼の作曲した作
品は世界各地で演奏されている。
荒川医／福島県出身、N.Y.に拠点を置くアー
ティスト。作品は世界各地で発表されている。
他のアーティストなどとのコラボレーションが多く、
「アーティスト」と「受け手」の役割に対して挑戦
的でありながらも、カラフルで探求心、遊び心に
満ちた作品を制作している。

〈特別賞受賞〉 
The Dialogue （荒川医＆サージ・チェレプニン）「1981」

プログラム
Notebookは“訳”を表現した作品である。言
語の訳のみではなく、動作やサウンドの訳も含
む。パフォーマーは、他人の動作の音やその動
作を想像し、それを自身の体を使って変換する。
Notebookは一連の音と身体的な模倣、発展、
幻覚である。

日時：2012年1月10日（火）19:00開演
入場料：1,000円

企画者プロフィール
ロンドンを拠点に活動する作曲家、パフォーマー、
キュレーター。様々な特殊記譜法に取り組み、特
に作曲家自身の身体／動作の構造やパフォーマ
ンスにおける生理学的機能そのものに焦点をあ
てている。

〈奨励賞受賞〉 
ニール・ラック「ノートブック」
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A

プログラム
会場にベッドを用意し、そこに人が入る。（その人
を「眠り人」と呼ぶ）周りを演奏家が囲み「眠り人」
を眠らせるための演奏をする。紡がれて行く音は
演奏者の作る物語なのか、それとも”眠り人”の見
る夢なのか。

日時：2012年1月13日（金）20:30開演
入場料：2,000円 （パジャマを持参の上、着替え
ての鑑賞の場合500円OFF）

企画者プロフィール
【BED】では即興演奏を軸に「眠り」という場の為
の演奏の可能性を模索してきた。
2009年5月初演（映画美学校／京橋）
2009年9月第二回公演（映画美学校／京橋）
2010年6月第三回公演（BankART／横浜）
2011年2月第四回公演（トーキョーワンダーサイ
ト／渋谷）

スエナガゴウ「【BED】─眠り人のための演奏会─」

プログラム
普段、街をうろうろとする歩行者に対して注意が
向けられる機会は少ない。このパフォーマンスで
は、iPhoneのアプリで集められた歩行者の移動
データを使って音楽を生み出す。誰でも歩くこと
で自身が楽器になって音楽を生み出すことが可
能になり、また観客として楽しむこともできる。

日時：2012年1月15日（日）16:00開演
入場料：参加者：200円、観覧者：500円

企画者プロフィール
Navinko／慶応義塾大学大学院に所属する
ジェス・マンテル、ヤン・ロッド、鹿毛雄一郎、宮
本 徹によるグループである。異なった背景、技術
をもったメンバーが集まり、実験的なアート活動を
行っている。
桑原ゆう／作曲家。2009年東京藝術大学大学
院音楽研究科（修士課程）修了。言葉と音の関
係性を追求する作品づくりを行う。2009年度トー
キョーワンダーサイト国内クリエーター制作交流プ
ログラムに参加した。『淡座』メンバー。

Navinkoと桑原ゆう「東京音色百景」

プログラム
オーディエンスの呼吸（空気の動き）に反応し、
音響の地平は親密で繊細な空気に包まれる。瞬
間的に存在する空間。透明感。気圧変化をとも
なう空気の構造物。素材性の、ラディカルなかた
ちとしてのサウンド。

日時：2012年1月17日（火）18:00-19:00
2012年1月18日（水）18:00-19:00
2012年1月20日（金）18:00-19:00
入場料：500円
インスタレーション

企画者プロフィール
イタリア出身の音楽家、研究者、サウンド・アー
ティスト。現代音楽、ミュージカル、パフォーマン
スやインスタレーションの分野で活動しており、エ
レクトロ・アコースティック音楽や、複合メディア
による舞台・インスタレーションの制作を行ってい
る。今回の作品Breathing Room は、2011年、
イタリアのTechne  Award  インスタレーション・
技術部門を受賞した。

カーラ・チスノ「Breathing Room reactive sound environment」
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2011年度フェスティバル参加公募企画｜Selected projects for the Festival

プログラム
「パソコンなし、画像なし、楽器なし」。アナログ
な映像機材が生み出す信号やノイズを自在に操
り、即興演奏でヴィデオの明滅にシンクロするビー
トやメロディを作り出す、驚異的なパフォーマン
ス。アブストラクトでサイケデリックな音と映像の
爆発！！！（機材協賛：ベンキュージャパン株式会
社）

日時：2011年12月22日（木）20:00開演
入場料：1,800円

企画者プロフィール
河合 政之／哲学的かつ先鋭的な映像作品を制
作、世界30ヶ国以上で上映。NY、パリ、イスラ
エルなどに滞在。展覧会のオーガナイザーとして
も活動し、"Visual Philosophy" のコンセプトに
もとづくさまざまなヴィデオアートのプロジェクトを
展開。
浜崎 亮太／現代アートを批判的に乗り越える芸
術の可能性と役割を思索し、ヴィデオアーティスト
として活動する。

河合政之 with 浜崎亮太「ヴィデオ・フィードバック・ライヴ・パフォーマンス」

プログラム
ベリオは自身のある作品を和声の旅だと言った。
このコンサートもベリオを巡る旅かも知れない。時
には彼の 弟子に会いに行き、時には彼の友人と
酌み交わす。そして編成を変えた「セクエンツァ
VII」に度々巡り会う。そんなルチアーノ・ベリオの
周辺を行き交う旅。

日時：2011年12月23日（金）19:00開演
入場料：2,500円

企画者プロフィール
サクソフォン領域として東京藝術大学大学院博
士課程に初めて入学し現在在学中。現代作品を
中心に活躍し、L.ベリオの「レシ／シュマンVII」
やP.ブーレーズの「二重の影の対話」などを日本
初演した演奏は高い評価を受けた。東邦音楽大
学非常勤講師。

佐藤淳一「ルチアーノ・ベリオの周辺」

プログラム
サウンド／音楽と色の共感覚、光と音の振動の相
互作用による空間の揺らぎを追い求めるパフォー
マンス。  物理的な波動・揺らぎは観客の視覚、聴
覚に直接働きかけ、空間と時間の知覚があいまい
な仮想の旅／深い瞑想の体験へと誘う。

日時：2012年1月15日（日）17:00開演
入場料：1,800円

企画者プロフィール
Exotikdotは、1981年生まれ、コロンビア出身
のアーティスト、作曲家、デザイナーのマリア・パ
ズによるアーティスト・ネーム。パリでバーレスク・
シアター、ブリュッセル、コペンハーゲンで美術、
ストックホルムでデザインを学ぶ。フランス、ベル
ギー、デンマーク、スウェーデンなどで、個展、グ
ループ展、フェスティバルに参加、活動している。

エキゾチックドット「パーセプション・オペラ」
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A

プログラム
次の音はいつと考えた途端追い越される、リズム
のある音楽とリズムの無い音楽の狭間を行く、痙
攣爆裂音 楽絵図。強烈な音と音との間隔の変
化、シンクロする光に満ちた精細な映像が、自身
の持つ痙攣する快感を呼び覚まします。

日時：2012年1月17日（火）19:00開演
入場料：500円

企画者プロフィール
ダブ、ファンク、フリージャズ、ノイズ、民族音楽
等に傾倒した後、音の間隔の変動による定常と
非定常の狭間の快感に目覚め、音楽と映像を製
作する、津谷昌弘のソロプロジェクト。快感原則
に従うものを抽出し、新たな快感を作ることに興
味がある。

picotek［ピコテク］「定常と非定常との狭間における快感」

プログラム
”Cinema before Cinema”は、即興的なサウンド
及び音楽と共に、静止画と動画の関係性と対話
を探求する、音と映像によるプロジェクトである。
無声映画の誕生の裏に秘める科学的、芸術的
衝動は、現代のより効果的な選択肢によって、更
に拡張される必要がある。私たちが掲示しようとす
る映画的経験と生演奏において、音楽と動画は、
連続的な変容と進化の中に等しく存在している。

日時：2012年1月17日（火）20:00開演
入場料：2,500円

企画者プロフィール
イタリア出身の映像作家、レオナルド・ペレガッタ
の視点は、個人の記憶と我々の住む世界の事実
に基づく「客観的存在」との間にある密接な距離
を探求する物語を紡ぐ。我々の現実への見解が
常に連続的進化の中に存在する、と感じるため
に。NYのスクール・オブ・ヴィジュアル・アート卒
業。映像作家、写真家として欧州、日本を拠点
に活動を展開。作品は展覧会やイベント、出版
物を通して発表されている。近年はミュージシャン
とのコラボレーションによる映像作品を多数手が
けている。

レオナルド・ペレガッタ「シネマ・ビフォア・シネマ」

プログラム
箏・三味線奏者日原史絵が、山本和智によって作
曲された、初演2曲を含む4作品を演奏。パフォー
マンスやサウンド・インスタレーションをも含めた、よ
り実験性の高い演奏会をお届けする。未来に古典
として残りうる作品を1975年生まれが発信する。

日時：2012年1月18日（水）19:30開演
入場料：2,000円

企画者プロフィール
日原史絵／東京藝術大学卒業後、フランスを中
心にヨーロッパ各地で演奏活動を展開。音楽の
枠に収まらない独自のパフォーマンスがヨーロッ
パで高く評価されている。
山本和智／2009年度武満徹作曲賞第二位、
2010年第5回 JFC作曲賞受賞など多くのコン
クールで入賞、独自の音楽性が高い作品で話題
をさらっている。

デュプイ1975「日原史絵（箏 ･ 三味線）＋山本和智（作曲）」
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プログラム
普段意識できていない音を発見するためのワーク
ショップを、サウンド・インスタレーション内で行う。
意識していない音は様々な姿、様々な場所で鳴っ
ている。

日時：2012年1月20日（金）19:00開演
入場料：1,500円

企画者プロフィール
1985年沖縄県生まれ。沖縄県立芸術大学美
術工芸学部絵画専攻卒業。在学中より沖縄県
内での即興／実験音楽の演奏、それらに関する
企画を多数開催するほか、音をモチーフにしたド
ローイングや写真作品、サウンドパフォーマンス／
インスタレーション等を発表している。

吉濱 翔「盲目」

プログラム
ペーパー・アンサンブルは4人の奏者によるアンサ
ンブルとして、ヨハン・ファン・トルによって結成され
た。3年間におよぶ、時間と音、楽器のデザインと
の関係についてのリサーチを経て、紙を素材にし
た楽器によるパフォーマンスにたどり着いた。「聴く
こと」にフォーカスした公演である。

日時：2012年1月22日（日）
14:00開演／18:30開演
入場料：1,000円

企画者プロフィール
ヨハン・ファン・トル（1983）は2年間にわたり、紙
から生まれる「音」のリサーチを続けており、多く
のパフォーマンスや驚くべき「サウンド」の発見は、
高い評価を受けている。彼は、最もシンプルな素
材の中に隠されているたくさんの発見の中から、
最もラディカルな結果を導き出す方法で、作品の
創作、パフォーマンスを行っている。

ザ・ペーパー・アンサンブル「#8」

プログラム
ジョン･ケージの提起した「シアター」をもとに、フル
クサス、スクラッチ・オーケストラなど実験音楽の古
典作品の再創造とともに、メンバーや国内外の作
家の現代作品も合わせて上演する。本コンサート
は2012年1月１４日（土）～２月２６日（日）にTWS
本郷で開催の企画展 “sapporo” around the 
worldの一部でもある。

日時：2012年1月27日（金）19:00開演
入場料：1,000円

企画者プロフィール
足立智美ワークショップ生（四谷アート・ステュ
ディウム）を中心に2011年に結成。メンバーの
専門分野は音楽、パフォーマンス、美術、詩、な
ど多岐にわたる。2011年7月に第一回自主公演
（パフォーミングカフェ&ギャラリー絵空箱 /神楽
坂）を行う。

実験音楽とシアターのためのアンサンブル「Concert in “sapporo”」
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滞在アーティストによる公演｜Performances by residents

プログラム
演劇作品。没落していく地主階級の悲喜こもご
もを淡々と描いたチェーホフの名作戯曲「桜の
園」。堕ちるべくして堕ちていく彼らの境遇はその
まま現代の日本や、或いは、アーティストなどと呼
ばれても所詮は非正規雇用で食い繋いで生活す
る社会不適合者でしかない作家本人にも当ては
まる。これらすべての連想、類似を踏まえつつ、
新作として上演する。

日時：2012年1月6日（金）19:00開演
　　  2012年1月7日（土）
　　 14:00開演／19:00開演
　　  2012年1月8日（日）
　　 13:00開演／17:00開演
入場料：2,500円

企画者プロフィール
悪魔のしるし：2008年頃活動開始。演出家危
口統之を中心に演劇（など）を上演する集まり。
主な活動歴として、「禁煙の害について」（2010
年、原宿 vacant）「悪魔のしるしのグレートハン
ティング」（2010年、池袋シアターグリーン、フェ
スティバル /トーキョー公募プログラム）、「搬入プ
ロジェクト」シリーズ（2008年より原宿 vacant、
神奈川芸術劇場、香川県豊島、韓国NJPアー
トセンター他）などがある。また、危口はレジデ
ンス作家として、トーキョーワンダーサイトによる
「2011年度国内クリエーター制作交流プログラ
ム」に参加。

〈国内クリエーター制作交流プログラム〉 
悪魔のしるし「SAKURmA NO SONOhirushi」

プログラム
メキシコの現代実験音楽についてのレクチャー。
簡単な歴史的背景の説明後、ラテンアメリカで最
も前衛的で活発な音楽シーンを持つ国の一つで
あるメキシコにおいて、新しいテクノロジーに挑ん
だ作曲家たちと、音楽シーンの成長・変容を紹介
する。アカデミックな音楽が、音楽実践や他の芸
術分野から受ける影響、サウンドアートと音楽の境
界、音楽言説におけるノイズとエラーの価値、音
楽と技術の結びつき、現代音楽が即 興から受け
た影響などは、新しいサウンドと表現を欲するコミュ
ニティのために、様々な作曲家が活躍する活発な
音楽シーンを理解するための重要な要素である。

コンサート
自身の作曲による過去の作品のからエレキギター
とパソコンによる即興演奏まで、エレクトロアコー
スティック・サウンドを幅広く演奏。また、音響合成
プログラム「SuperCollider」で生成した作品の
演奏、ライブコーディング・セッションも行う。
　　　　　　

日時：2012年1月22日（日）
レクチャー：15:30開演／コンサート：17:00開演
入場料：無料

企画者プロフィール
1976年、コロンビア・ボゴタ出身。2001年
よりメキシコシティに拠点を置いている。ロサ
ンゼルス大学で作曲を学ぶ。作曲、プログ
ラミング、即興演奏を、音響合成プログラム
「SuperCollider」で行っている。電子機器や
即興演奏による演奏のほか、自作のインターフェ
イスやコントローラーを用いて、実験性に重点を
置いた作品を発表している。

〈芸術文化・国際機関推薦プログラム〉

アレクサンドラ・カルデナス　
レクチャー／「メキシカン・エレクトロアコースティック＆
エクスペリメンタル・ミュージック」
コンサート／「タイム・オブ・ザ・ノイズ」エレクトロアコースティック・コンサート


