
 

Absolute－MIX Presents 2021  

Electro-Acoustic Music  

minimalism-hybrid sound 
 

プログラム B  
Electro-Acoustic Music Collection 

2021.12.10 (fri) 7:00pm   

彩の国さいたま芸術劇場音楽ホール   

出演: DJ YAZAWA  ピアノ：矢沢朋子  ヴィオラ：甲斐史子  ヴォーカル：太田真紀   

2021.12.17 (fri) 7:00pm   

那覇市 パレット市民劇場   

出演： DJ YAZAWA  ピアノ：矢沢朋子  ヴィオラ：くによしさちこ、新垣伊津子  ヴォーカル：知念利津子  

  

Strung Out for Amplified Viola (Violin) (1967) by Philip Glass:  

甲斐史子（さいたま） / 新垣伊津子（那覇）  

フィリップ･グラスの初期ミニマル作品。アンプリファイド・ヴィオラ・ソロとあるようにアコースティックではなく、PA を使用することによって完成。通

常「リバーヴ」または「ディレイ」をかける。シンプルだが介在させる音響処理によって異なった効果が得られる。その音響効果によりライヴ・エレ

クトロニクス的な効果が現れ、単旋律を重層的なサウンドで聴かせることも可能となった。本作は 1968 年にグラスの作品がコンサートの場で初

めて発表された時に演奏された記念碑的作品。（横井一江） 

 

 

平石博一のエレクトロニック・ミュージック作品 by DJ Yazawa  

矢沢朋子が DJ Yazawa として登場！2001 年 Absolute-MIX 立ち上げ時から委嘱、紹介してきたのが本公演でフィーチュアされている作曲家平

石博一。そのエレクトロニック・ミュージック作品からセレクトした音源を使用してのパフォーマンス。Absolute-MIX2003 は DJ と VJ を招いた公演

だったが、ついに主宰の矢沢自ら DJ として登場する。どのようなステージになるのか、ワクワクしながら当日を待っているところだ。（横井一江）  

 

Far away from here for Piano & Electronics by 平石博一/ music direction: 矢沢朋子(Absolute-MIX2001委嘱作品）：  

矢沢朋子 

オリジナルは徳田ガンの舞踏公演のために作られた音楽のひとつで、矢沢朋子の依頼で原曲にピアノ·ソロを加えたバージョンが作られた。平石

ならではのミニマル·ミュージックのコンセプトに基づく作品に、ピアノ·パートは矢沢の図形楽譜によるアイデアを反映したもの。初演時のプログラ

ム・ノートによると、タイトルには「目的地は遠いが、だからこそ強く生きなければならない」という思いが込められていたという。 

2001 年 9 月 7 日東京文化会館で開催された Absolute-ＭＩＸ 公演で世界初演。（横井一江） 

 

 

Walk Man for Piano & Electronics (1999) by 平石博一：  

矢沢朋子 

《ウォーク・マン》はヴィデオ、身体表現（ダンス）とのコラボレーション作品として 1999 年に作曲された。オリジナルは MIDI 音源を使用したツイン

ベース、ツインピアノ。2005 年に矢沢朋子の依頼でピアノ用のヴァージョンが作られた。3 トラック分のピアノ部をピアノ 1 台で弾けるように平石

氏と調整。2005 年 10 月 25 日東京、公園通りクラシックスで「ゲイシャ・ファーム・ライヴ～キャバロティカ 2005」で初演。当初は《Keep Looking》と

いうタイトル。（矢沢朋子）  

 



Gyration for Piano & Electronics by 菅谷昌弘 / music direction 矢沢朋子(Absolute-MIX2001 委嘱作品）： 

【さいたま公演のみ】  矢沢朋子 

TV やラジオドラマの音楽作曲、2000 年代以降は 8ch マルチ・スピーカーによるミュージック・コンクレート作品の制作など幅広い活動で知られる

菅谷昌弘は、1987 年から 2000 年にかけてはパフォーマンス集団「パパ・タラフマラ」に在籍し、舞台作品の音楽を多く手がけていた。矢沢朋子

は山崎広太のダンス公演を観に行った時、そこで使用されていた曲の一部を気に入り、原曲を元にピアノとエレクトロニクスのための作品に再構

成してもらうように依頼したのが本作。ピアノパートは矢沢の「新たにピアノソロのイントロダクションを作って、原曲の部分には高音部で機械的な

ミニマルっぽいピアノパートを作って乗せて、イントロダクションとトッカータに仕上げて欲しい」という意向に沿ったものとなっている。                                    

2001 年 9 月 7 日東京文化会館小ホールで開催された Absolute-ＭＩＸ 公演で世界初演。（横井一江）  

 

Love God for Piano & Electronics by Carolyn Yarnell (Absolute-MIX2010 委嘱作品）：  

矢沢朋子 

北カリフォルニア生まれのキャロリン・ヤーネルは、サンフランシスコ音楽院とイェール大学で作曲を専攻し、フルブライト給費を受けてアイスラン

ドに留学。2000 年度にローマ賞*を受賞し、アメリカ西海岸の現代音楽シーンを牽引する存在となった。  

コンピュータを使った緻密なモスク模様のように構成されたヤーネルの音楽は、調子のあるものから無調まで、音の響きの複雑さより構造の複

雑さにおいて特徴がある。  

《Love God》は 1996 年に MIDI 音源を使ったオーケストラとピアノの作品として作られたが、2001 年に Tzadik（ジョン・ゾーン主宰のレーベル）の

コンポーザー・シリーズとして CD に収録されるまで、発表されなかった。 CD では、オリジナルにはないビートがスタジオでのミックスで加えられ

た。  

2010 年のコンサートのためにはミディ·ピアノ部をヤーネルがアレンジ、エレクトロニクス部は矢沢側でミックスをした。ヴォーカル·トラックに矢沢朋

子の声をサンプリングして加え、全体の音源を調整、再ミックスでの世界初演 （2010 年 2 月 27 日杉並公会堂小ホール）となった。 

オリジナルとは違う音源とピッチのため、印象もオリジナルとは異なる別の曲が誕生したかのようだ。こういう点もコンピュータ音楽の面白い面で

ある。（矢沢朋子）  

（* 1894 年に創設されたアメリカのローマ賞も、フランスのローマ賞と同じくローマのメディチ家の別荘に半年～１年滞在し、作品を制作する。文

学のピュリツァー賞と並び、現代アート、現代音楽のローマ賞と言われる）  

 

Love God    by Carolyn Yarnell 

 

if you loved me 

why'd you go 

transformation 

to ash in snow 

still love you 

love god won't be back no more 

he's walking up on heaven's shore 

the needle of temporal delight 

removed love god from earthly sight 

love god naked on his knees 

as if consumed by fire 

Brahms softly on the radio 

no air 

insightation 

declaration 

sealed in black blood 

can't lick this wound 

can't resurrect 

this bliss once shared at daybreak 

you fucked me for the last time 

ashes in snow    ashes 

休   憩 

intermission 



CHARLOTTE-SUSABI シャルロット すさび for Piano & Electronics by 平石博一（Absolute-MIX 委嘱作品） 

世界初演 World premiere： 矢沢朋子 

在仏30年以上になる舞踏家、岩名雅樹氏は同時に長編劇映画を作る映画監督でもありました。その岩名雅樹監督作品に、既成曲のみを使った

1作品を除く全作品に平石はオリジナルテーマ音楽を作曲しました。この3時間にもなる CHARLOTTE-SUSABI (2017) 公開後まもなくであった

2020年末に、岩名氏は不治の病で帰らぬ人となり、突然の事に身近な人たちは深い悲しみに突き落とされました。この音楽を聴いた矢沢さんか

らライブで演奏したいという希望があり、追悼の気持ちを込めてこのバージョンを作らせて頂きました。映画の途中で使われた部分と、映画の終

結部分で使われた岩名氏がテーマ曲として指定した部分を接続した形になっています。岩名映画は時空を飛び越える不思議な感覚の大人のお

とぎ話のような作品ですが、舞踏シーンも観る人の想像力を引き出す重要な部分です。この控えめな音楽が岩名映画へと導いてくれることを願

いつつ。（平石博一） 

 

Commonality for Viola & Electronics (1998) by Tony Prabowo*:  
甲斐史子（さいたま） / くによしさちこ（那覇） 

インドネシアの作曲家トニー・プラボウの代表作。1998 年ニューヨーク滞在中に作曲、同年ヴィオラ奏者ステファニー・グリフィンによってニューヨ

ーク、ジャカルタで初演され、ラジオ局 WNYC の番組「New Sounds」のオープニング／エンディングのテーマ曲として使われたことで有名になっ

た。エレクトロ・アコースティック音楽自体は決して新しいものではないが、ガムランで培われた音楽的感性が加わる事で新たな局面が拓かれた

といえる。インドネシアの伝統音楽や現代音楽だけではなく、ここでは様々な音楽からの影響が汲み取れる。ブライアン・イーノのアンビエント作

品に通じる美的感性をもつエレクトロニクス・パート、ガムラン音楽的な発想による即興的に演奏されるスペース、懐かしさと斬新さが交錯する不

思議な世界が出現した。2007 年 3 月 27 日杉並公会堂小ホールで開催された Absolute-MIX 公演で日本初演（ヴィオラ：甲斐史子）。（横井一

江）  

 

The Funeral Pyre for Viola, Voice & Electronics (2000) by Tony Prabowo*: 
太田真紀 & 甲斐史子（さいたま） / 知念利津子 & くによしさちこ（那覇） 

2000 年ニューヨークのリンカーン·センターで初演された最初のオペラ『The King’s Witch』に続いて、トニー·プラボウはオペラ第 2 作『kali』を発

表。前作と同様にヒンドゥー叙事詩マハーバーラタに題材を得て、インドネシアの著名な詩人グナワン·モハマド(Goenawan Mohamad)が台本を書

いた。《The Funeral Pyle》は『Kali』からの抜粋した曲。2007 年 3 月 27 日杉並公会堂小ホールで開催された Absolute-MIX 公演で日本初演。（ヴ

ォーカル：三橋千鶴、ヴィオラ：甲斐史子）(横井一江)  

 

THE FUNERAL PYRE  (except from opera Kali 1st version) 

Goenawan Mohamad 

 

But what if the gods said something untrue? 

At dawn, even before the birds, 

Some hurried gods insist on hearing words. 

Send us words they say, make them your sacrifice. 

 

But the forest hides the words. 

 

The trees put them back to silence, 

And they become a dream. 

Up in the gods sky there is a circle of haunted dark 

Where violence gleams. 

 
2020 

 

Hampa for Voice & Electronics (2001) by Tony Prabowo*:  
【那覇公演のみ】  知念利津子  

トニー・プラボウはオペラだけでなく歌曲も作曲しており、《Hampa》はインドネシアの革命詩人で現代詩のパイオニア、ハイリル·アンワル(Chairil 

Anwar 1922-49)の詩に作曲したもの。いずれの作品もインドネシアの伝統音楽の技法が採用されており、エレクトロニクスと相まって摩訶不思議

な独特の世界観を醸し出している。2007 年 3 月 27 日杉並公会堂小ホールで開催された Absolute-MIX 公演で日本初演。（ヴォーカル：三橋千

鶴）（横井一江）  

 

* Absolute-MIX2007 招聘作曲家 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled for Piano & Electronics by Johann Johannsson (Absolute-MIX2010 委嘱作品)： 矢沢朋子 

ヨハン・ヨハンソンは 1969 年生まれのアイスランドを代表する作曲家にして、ポスト・クラシカルを最も体現する重要音楽家の一人。2014 年イギ

リスで制作された映画『博士と彼女のセオリー』の音楽で、一躍世界に名を知られる事となった。多くの賞を受賞し非常に話題となった映画だが、

作曲部門でもアカデミー賞を始め、多くの映画賞にノミネートされ、ゴールデングローブ賞では作曲賞を受賞している。（中略）   

本作はミニマルながら情感も抱合させ、主音を持ちながらも調の浮遊感を演出することで非常に映像を喚起させる作品となっている。ミニマル・ミ

ュージック、印象派、ジャズ的和声という様々な要素を抱合させているが、その語り口はヨハンソンならではのものだ。また主音を軸としたオーガ

ニックなドローン音が楽曲の後半より加えられ、仄かなエレクトロニクスがアコースティック音１つ１つの美しさを浮かび上がらせている。（池田敏

弘、CD『矢沢朋子ピアノ・ソロ／Absolute-MIX』 (Geisha Farm, 2016)ライナーノートより抜粋） 

2010 年 2 月 27 年杉並公会堂小ホール、Absolute-ＭＩＸ 公演で世界初演。 

（ヨハン・ヨハンソンは 2018 年ベルリンで死去、享年 48） 

 

※プログラムは変更になる場合がございます 

 

12/10 のスタッフ 録音：坂 知学 Recording Engineer : Saka Tomotaka 

音響：上田克彦 （KENTEK）Sound Engineer : Katsuhiko Ueda  

配信映像： 佐藤一平 （ライブアップ東京） Video: Ippei Sato 

調律：鈴木良 Piano Tuner : Ryo Suzuki 

照明：榊美香 Stage Lights : Mika Sakaki 

舞台監督：廣瀬雷光 Stage Manager : Raiko Hirose 

マネジメント：AMATI 

 

12/17 のスタッフ 録音・音響：上江州安浩 (PowerStation)  Sound &Recording Engineer : Yasuhiro Uesu 

配信映像：宮城光司 （クリックヴォイス沖縄） Video : Koji Miyagi  

調律：有銘亨 Piano Tuner : Toru Arime 

舞台監督： 柴崎陽平 ( Image X2)  Stage Manager: Yohei Shibasaki 

 

Flyer Design: 西永 怜央菜 Reona Nishinaga    

Program Notes : 横井一江 Kazue Yokoi 

Special Thanks : 平石博一 Hirokazu Hiraishi  宮田康子 Yasuko Miyata   

棚原栄作 Eisaku Tanahara  新垣伊津子 Itsuko Aragaki 

Planning & Producer : 矢沢朋子 Tomoko Yazawa 

Production : Absolute-MIX 

主催： Absolute-MIX 実行委員会 

文化庁「ARTS for the future!」補助対象事業 

EMPTY 

 

Quiet outside, quiet squeezes down 

Stiff straight trees, motionless 

Straight to the top. 

Quiet snaps, gnaws, 

No strength, no courage to run 

Everything waits. Waits. Waits. 

Quiet. 

And then this waiting strangles 

Squeezes, bends 

Till everything’s crushed. So what. 

The air is poisoned. The devil shrieks 

This quiet goes on and on. And waits. Waits. 

 

Translated from Indonesian by Burton Raffel 

 

HAMPA 

 

Sepi di luar, sepi menekan mendesak 

Lurus-kaku pepohonan. Tak bergerak 

Sampai ke puncak 

Sepi managut 

Tak suatu kuasa-berani melepas diri 

Segala menanti. Menanti-menanti. 

Sepi. 

Dan ini menanti penghabisan mencekik 

Udara bertuba 

Rontok-gugur segala. Setan bertempik 

 

Ini sepi terus ada. Menanti. Menanti 

 

1943 Chairil Anwar 

 


