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武満徹は20代で当時まだ日本ではほとんど知られていなかったパウル・クレー
の評論を書いたこともありました。武満徹の作品には、ルドン、ミロ、クレーなど
の絵画や彫刻などの美術作品に啓発され、あるいはモチーフにしたものが多く
あります。また画家、彫刻家たちと広く交友しています。武満作品における音楽
と美術の相互の関連について、ギターの演奏を交えながらお話します。（大原）

僕は音楽を考える時も、視覚的
に考えることが多い。いい絵を
見たときに、色彩のハーモニー
のようなものが自分の中で響き
として感じられる。……武満徹

「なぜクラシックの、しかもこむずかしい現
代音楽を書いている作曲家がこんなアル
バムを作ったりするのか不思議に思われ
るだろう。私にとってこうした営みは、「自
由」への査証を得るためのもので、精神を
固く閉ざされたものにせず、いつも柔軟で
開かれたものにしておきたいという希いに
他ならない。……武満徹

僕はたくさんの樹々の中に1つの音を求める。自分の音楽として規定された音と、
そうでない周囲の自然の音が同じ形の音で存在していて欲しい。……武満徹

私は、映画に音楽を付け加
えるというより、映画から音を
削るということの方を大事に
考えている。…… 武満徹

大原哲夫 おおはら・てつお
（エディター、『武満徹全集』編集長）
1947年福岡県門司市生まれ。早稲田大学第一文学部史学科卒業、美術
編集者としてスタート。後に小学館版『モーツァルト全集』『バッハ全集』『武
満徹全集』『林光の音楽』等の音楽全集を企画、編集長を務める。その他
企画・編集した美術書・音楽書など100冊を超える。2008年に大原哲夫編
集室を開設。企画・編集・執筆活動を続ける。また「シリーズ・武満徹の音楽」
などのコンサートをプロデュース、その一方で造形作品・絵画を発表する。音
楽と美術に差はないがモットー。著書に『武満徹を語る15の証言』（小学
館）『チェリスト、青木十良』『モーツアルト・伝説の録音』全3巻（飛鳥新社）。

谷辺昌央 たにべ・まさお
（ギタリスト）
名古屋生まれ。東京大学在学中に東京国
際ギターコンクールに首席入賞。1999年よ
りドイツ、ケルン音楽大学留学、首席卒業。
ノルバ･カエサリーナ国際ギターコンクールな
どヨーロッパの数々の国際コンクールで優
勝。2005年ワシントン、ケネディーセンターで
アメリカ･デビュー。バッファロー･フィルと共
演では、聴衆2000人総立ちの大成功、ドイ
ツ、スペイン、ブラジルなどのオーケストラと共
演。2011年より日本での活動を本格化。ド
イツMDGより《日本人作曲家によるギター
協奏曲集》（武満徹、細川俊夫、林光）を
CD世界同時リリース。2013年名古屋音楽
ペンクラブ賞、2015年芸術創造賞受賞。

第　　　　　回
お話と演奏のコラボレーション 6月10日（金）
武満徹と美術 会場 ギャラリーモリタ

開場 18時30分　開演　19時

定員 40名 （先着順締め切り）

入場料 3,500円

講演 大原哲夫 （エディター、『武満徹全集』編集長）
演奏 谷辺昌央 （ギタリスト）
［演奏曲］ ギター演奏曲
フォリオス
エキノクス （ミロの作品にヒントを得た曲） 
すべては薄明のなかで （クレーの作品にヒントを得た曲） 
森の中で（遺作）など、 武満徹ギター独奏曲全曲ほか

武満徹は眼の人でもあった……。武満と美術。
けやき通りの画廊が、武満の色に染まる。
聴きのがせない!　海外でも絶賛のギタリスト谷辺昌央。 
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小沼純一 こぬま・じゅんいち
（音楽評論）
1959年東京生まれ。学習院大
学フランス文学科卒業。音楽を
中心にしながら、文学、映画など
他分野と音とのかかわりを探る
批評を展開。現在、早稲田大学
文学学術院教授。音楽・文芸批
評家。その他、諸々の委員等も
つとめる。著書に『武満徹 音・こ
とば・イメージ』『ミニマル・ミュー
ジックその展開と思考』『魅せら
れた身体』『音楽に自然を聴く』
他多数。詩集に『しあわせ』『サ
イゴンのシド・チャリシー』ほか。編
著に『武満徹エッセイ選』『高橋
悠治対談選』『ジョン・ケージ著
作選』『柴田南雄著作集』ほか。
2015-6年にはコンサート『村上
春樹を「聴く」』の監修。NHK
『スコラ  坂本龍一音楽の学校』
のゲスト講師で出演。

若林かをり わかばやし・かをり
（フルーティスト）
京都に生まれる。東京藝術大学
音楽学部卒業。ストラスブール音
楽院、ルガーノ音楽院を最優秀
の成績で修了。現代音楽演奏コ
ンクール“競楽 Ⅹ”第２位入賞。平
成27年度滋賀県文化奨励賞受
賞。NHK-FM「名曲リサイタル」
出演。フランス、ドイツでリサイタル
を開催。ヨーロッパやアメリカの音
楽祭などでも演奏を行う。2015
年、全曲現代作品によるリサイタ
ル『フルーティッシモ～フルートソ
ロの可能性～』を始動し、本年11
月5日（土）には近江楽堂（東京オ
ペラシティ）で、武満徹のフルート
作品に焦点をあてた『フルー
ティッシモ《vol.3》』開催予定して
いる。

Junichi
Konuma

Kaori
Wakabayashi

篠田正浩 しのだ・まさひろ
（映画監督）
1931年生まれ。岐阜出身。早稲田大学第一
文学部入学。中世、近世演劇を専攻。卒業
後、松竹撮影所に入社。1960年『恋の片道
切符』で監督になる。大島渚、吉田喜重らと共
に、松竹ヌーヴェルヴァーグとして前衛的な作
品を発表し始める。1967年独立プロ『表現
者』を妻の岩下志麻と共に設立し、自主制作を
始める。2001年早稲田大学特命教授となる。
2003年『スパイ・ゾルゲ』を最後に監督業を引
退。武満徹と共に挑戦した映画作品も多い。
主な作品に『心中天網島』、『沈黙』『はなれ瞽
女おりん』『写楽』等。著書『河原者ノススメー
死穢と修羅の記憶』（幻戯書房2009年刊）
で、第38回泉鏡花文学賞受賞。

Masahiro
Shinoda

谷川賢作 たにかわ・けんさく
（作曲/編曲、ピアノ）
1960年東京生まれ。ジャズピアノを佐藤
允彦に師事。演奏家として、現代詩をう
たうバンド「DiVa」ハーモニカ奏者続木
力とのユニット「パリャーソ」、また父である
詩人の谷川俊太郎と朗読と音楽のコン
サートを全国各地で開催。80年代半ばよ
り作・編曲の仕事をはじめ、映画「四十七
人の刺客」NHK「その時歴史が動いた」
テーマ曲等。88、95、97年に日本アカデ
ミー賞優秀音楽賞受賞。近年は作曲、演
奏活動のほか各地ホール、団体の音楽
監督、音楽プロデュース、芸術アドバイ
ザーと多彩な活躍を続ける。最新CDは
パリャーソ・ウィズ・フレンズ「セレッソ」
（JMCK-3009）、「詩は歌に恋をするー
DiVa BEST」（COCQ-84618）、谷川
賢作ピアノソロvol.4 （TRBR-0014）。

Kensaku
Tanikawa

高瀬麻里子"まこりん"
（ヴォーカル）
詩人・谷川俊太郎、谷川賢作（p）が大坪
寛彦（b）と共に結成した、現代詩をうたう
バンド「DiVa」のヴォーカル。代表曲「さ
ようなら」は、矢野顕子を初め多くのアー
ティストがカバー。子供向けのオムニバス
アルバムなどにも参加。「紺野美沙子の
朗読座」映画「沈まぬ太陽」「ニュース
JAPAN」のオープニング・テーマ曲、「あ
まちゃん」などの劇場音楽やCMなどにも
起用される。自ら率いるハモリ女子3楽坊
「トランスバランス」ではアレンジとコーラ
スを担当。アカペラや朗読で綴るソロライ
ブ、声優、俳優、モダンダンスなど活動は
多岐に渡る。

makoring

創作の原理と自然とのつながり……。
武満徹の音楽作品には、木や星、場所、季節、雨や風、といった自然とのつながりを喚起するタイト
ルがつけられています。そこには、ただタイトルのみではない、作曲家にとっての創作原理と自然との
つながりがみえてくるのではないでしょうか。タイトル=ことばは、しかし、音楽のイメージを限定するの
ではなく、作曲家が音楽を発想するものとしてはたらいています。フルートの実演とともに、息、空間、
時間といった具体的な側面にふれながら、お話できればと思います。（小沼）

第　　　　　回
お話と演奏のコラボレーション 7月8日（金）
武満徹と自然 会場 ギャラリーモリタ

開場 18時30分　開演　19時

定員 40名 （先着順締め切り）

入場料 3,500円

講演 小沼純一 （音楽評論）
演奏 若林かをり （フルーティスト）
［演奏曲］ 
ヴォイス、巡り、エアなどを予定

今宵、武満の音楽創造の謎が解ける！
作曲の創作原理とは？
気鋭の音楽評論家とフルーティストの競演。
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年間300本、少ない年でも100本も見るほど武満徹の映画好きは有名。
65年の生涯に武満徹は100本を超える映画音楽を作曲しました。彼はコン
サートホールで演奏される作品と同等のエネルギーと愛情込めて映画の仕
事に当ったのです。映画音楽には武満徹の音楽のエッセンスが込められて
います。武満徹とともに仕事をした同時代の篠田正浩監督によるお話は、
武満の音楽を知る上で大変貴重なまたとない機会です。

「彼は天使のような優しさがあった。強いと言う点
では、絶対に妥協しない。ものすごい直感の人で
はあるけれど、その直感を裏付けるための論理は
いつも用意をしていた」
武満徹の古くからの友人、篠田正浩監督の講演
です。
「はなれ瞽女おりん」は1977年公開、岩下志麻主演。篠田監督
の代表作の1つ。この映画の音楽を担当した武満徹は、第１回日
本アカデミー賞優秀音楽賞を受賞。劇場でこの名作をぜひご覧く
ださい。上映後、篠田監督が武満の映画音楽について講演され
ます。この機会をお見逃しないように。

第　　　　　回
お話と映画のコラボレーション 7月19日（火）
武満徹の映画音楽 会場 アクロス福岡 円形ホール 

第１部 映画上映   （上映時間117分）

開場 15時　上映 15時30分

入場料 1000円 

一度退出後、同会場で講演があります。

第２部 講演

開場 18時30分　開演　19時

入場料 3,000円
（いずれも120名様限定先着順）

講演 篠田正浩 （映画監督）
映画上映 『はなれ瞽女おりん』
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鈴木優人 すずき・まさと
（指揮者。作曲家、ピアニスト、チェンバリスト、オルガニスト）
1981年オランダ生まれ。東京藝術大学及び同大学院修
了。オランダ･ハーグ王立音楽院修了。鍵盤奏者（チェンバ
ロ、オルガン、ピアノ）、指揮者としてバッハ･コレギウム･ジャ
パン（BCJ）や横浜シンフォニエッタなど国内外の公演に多
数出演。音楽監督を務めるアンサンブル･ジェネシスでは、
オリジナル楽器でバロックから現代音楽まで意欲的なプロ
グラムを展開。指揮者としても2015年の｢マタイ受難曲｣メ
シアン｢トゥーランガリラ交響曲｣などでは圧巻の演奏。調布
音楽祭エグゼクティブ･プロデューサー。作曲家としても
数々の委嘱を受ける。指揮、演奏活動のほか舞台演出、企
画プロデュース、そして作曲と、その活動に垣根はなく各方
面から大きな期待が寄せられている。

Masato
Suzuki

波多野睦美 はたの・むつみ
（メゾソプラノ）
宮崎大学卒業、英国ロンドンのトリニティ音楽大学声楽
専攻科修了。１９９０年にシェイクスピア時代のイギリスの
リュートソングでデビュー。国内外で多くのコンサート、音楽
祭に出演。ヘンデル「メサイア」や、バッハ「マタイ受難曲」
などバロックオーケストラとの数多くの共演のほか、現代
音楽の分野では間宮芳生作品のアメリカでの世界初演、
サイトウキネン武満徹メモリアルコンサート、水戸芸術館で
の「高橋悠治の肖像」、放送ではNHKニューイヤーオペラ
コンサート、らららクラシック、名曲アルバム、日本の叙情
歌、題名のない音楽会等に出演。オペラでは「ポッペアの
戴冠」のオッターヴィアなど、深い表現力と存在感で注目
される。

Mutsumi
Hatano

九州交響楽団
1953年創立。2013年から「公益財団法人九州交響楽団」となり、九州一円の常設オーケストラとして福岡に本拠地
を置く。アクロス福岡での定期演奏会、天神で「クラシック、名曲・午後のオーケストラ」の自主公演の他、青少年向けの
コンサート、オペラやバレエ、合唱との共演、ポップス、映画楽、ファミリーコンサートなど福岡県を中心に九州各地で年間
約 130回の演奏活動をしている。福岡市文化賞、西日本文化賞、文部大臣地域文化功労賞、福岡県文化賞を受賞。
2013年小泉和裕が音楽監督に就任。CDに「ベルリオーズ 幻想交響曲」「ベートーヴェン 交響曲第9番」がある。

The Kyushu Symphony Orchestra

初期の作品「弦楽のためのレクイエム」から、武満徹は一貫して個性的な音色と
旋律を持ち続けた作曲家でした。曲中に現れる様々な形の旋律、多彩な音色は
聴く人の想像力を喚起させます。九州交響楽団と指揮者鈴木優人の織りなす響
きが楽しみです。また波多野睦美の歌う武満ソングは、彼女の極めて清楚な歌声
と相まって、武満徹の世界をいっそう際立たせています。音楽祭のフィナーレを飾
る演奏会は、オーケストラと波多野睦美の素晴らしい歌の一夜です。

聴く人を惹きつけて止まない 
美しい旋律、多彩な音色。
鈴木優人と九響で聴く
武満徹のオーケストラ作品。
そして、波多野睦美の歌。

第　　　　　回
オーケストラ作品を聴く、ピアノと歌 8月4日（木）
武満徹のオーケストラ・
ピアノと歌

会場 ももちパレス 大ホール  

開場 18時30分　開演　19時

定員 800人

入場料 Ａ席 5,000円 （指定席）

 Ｂ席 4,000円 （自由席）
指揮・ピアノ 鈴木優人
演奏 九州交響楽団
独唱 波多野睦美 （メゾソプラノ）

［演奏曲］　　　　　　　司会 大原哲夫
弦楽、オーケストラ作品
１　弦楽のためのレクイエム　　　　
２　ハウ・スロー・ザ・ウィンド 　　                
３　波の盆　  
     ピアノ独奏
４　雨の樹素描 Ⅱ　
     歌とピアノ
５　ソングの中より
     オーケストラ作品
６　３つの映画音楽より　　　　（予定）
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第　　　　　回
ピアノとうたのコラボレーション 6月24日（金）
武満徹のうた 会場 ギャラリーモリタ

開場 18時30分　開演　19時

定員 40名 （先着順締め切り）

入場料 3,500円

ピアノ 谷川賢作 （作曲/編曲、ピアノ）
うた 高瀬麻里子 "まこりん makoring" （ヴォーカル）
［演奏曲］
うたうだけ
見えないこども
昨日のしみ
ぽつねん
翼
小さな空
死んだ男ののこしたものは
ほかに 谷川俊太郎作詞と賢作作曲の 
　　　「さようなら」「ぴあの」「とおく」「私たちの星」「ほほえみ」

ポップスで聴く、武満徹の“うた”。
まこりんの歌で聴くと、詩が活字で読むよりも
ずっと深く心に届くのに驚く。……………… 谷川俊太郎
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All in Twilight
クレー作　1932年

閉じた眼
ルドン作　1890年

エキノクス
ミロ作　1967年


