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KYICC 2021 Committee

「第一回米田恵子国際作曲コンクール」
"Keiko Yoneda International Composers' Competition 2021"
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トーキョーアーツアンドスペース本郷





曲目

1.	 LINE	OF	CYCLES!	（Gerson	de	Sousa	Batista）1.	 LINE	OF	CYCLES!	（Gerson	de	Sousa	Batista）

2.	 no	such	thing	as	an	empty	space2.	 no	such	thing	as	an	empty	space
	 	 	 （Oktawia	Paczkowska）	 	 	 （Oktawia	Paczkowska）

3.	 Book	Piece	 （Camille	Kiku	Belair）3.	 Book	Piece	 （Camille	Kiku	Belair）

	 	 	 ～休憩～	 	 	 ～休憩～

4.	 蚊帳の外		 （中村愛音）4.	 蚊帳の外		 （中村愛音）

5.	 CIPHER	KYICC-215.	 CIPHER	KYICC-21
	 	 	 （Marta	Tiesenga）	 	 	 （Marta	Tiesenga）

6.	 黒い帯	 	 （山﨑燈里）6.	 黒い帯	 	 （山﨑燈里）

※「米田恵子国際音楽コンクルル」（村松海渡）[楽譜別途添付 ]は、本コンクール本選会の演※「米田恵子国際音楽コンクルル」（村松海渡）[楽譜別途添付 ]は、本コンクール本選会の演
奏中に上記の 6作品と同時に演奏されています。奏中に上記の 6作品と同時に演奏されています。





ファイナリスト　

Gerson de Sousa Batista 「LINE OF CYCLES!」
Gerson de Sousa Batista（1988）は、アヴェイロ出身のポルトガルの作曲家、劇作
家、マルチ・インストゥルメンタリスト、詩人。彼は、土木工学の分野で学問の道を歩
み始めたが、早い時期から作曲を始めていた。彼はアヴェイロの Calouste Gulbenkian 
Music Conservatory で音楽理論、オルガン、作曲、ボーカルテクニックを学んだ後、
多くの本や作品を紙書籍やデジタル・フォーマットの形で出版、発表し、多種多様な作
品を創作、上演し、また世界中から依頼を受けて演奏されている。現在は主に、マルチ
メディアを用いたサイケデリックな現代的ミュージック・シアターや、現代室内音楽の
プロジェクトの創作と上演に携わっている。
2021 年だけでも、リノ（アメリカ）、モスクワ（ロシア）、ソフィア（ブルガリア）、杭州（中
国）、釜山（韓国）、ミュンヘン（ドイツ）、トランシルバニア（ルーマニア）、コーンウォー
ル（イギリス）、アムステルダム（オランダ）、アヴェイロ（ポルトガル）、アゾレス（ポ
ルトガル）、ロンバルディア（イタリア）で作品が初演されている。

「LINE OF CYCLES!」は時間の経過と宇宙のエントロピーの描写であり、生命やこの現実における衝突、
警戒、そして不確かさを描いている──現代世界における存在に関連した哲学的問題の周囲で演じられ
る現実性に端を発する全般的な経験に基づき、それは陽気なインタラクションを通して音を超えた生へ
と来たる地球上の三人の人間──彼らはどういうわけか三つの音（C, E, G）以外の音を演奏することが
できない──の視点から生きられ、経験される。



Oktawia Paczkowska 「no such thing as an empty space」
Oktawia Pączkowska は 1996 年に生まれ、ポーランドの Krakow を拠点とする作曲家、
サウンド・アーティストである。彼女の作品はポーランド、ドイツ、アメリカ、スイス

（New Music Days 2018）、チェコ（Meetings of New Music Plus in Brno 2017）、イラ
ン（Tehran Contemporary Music Festival 2018）で演奏されている。彼女は現在まで、
XelmYa +、Figmentum Ensemble、Spółdzielnia Muzyczna 等の現代音楽アンサンブル
と協働している。
彼 女 は 出 版 社 Diaphonia Edizioni 開 催 の Call for Scores 2017 に お け る “honorable 
mention” や、PRIX CIME 2019 と PRIX CIME 2021 に お け る フ ァ イ ナ リ ス ト、
61st Tadeusz Bairdʼs Young Composers Competition 第 2 位、Over the Rainbow. 
Compositions for Human Rights 第 3 位など、多くのコンペティションで受賞している。
彼女は近年 Academy of Music in Krakow における作曲専攻で修士号を取得。2018 年
にはスイスの Hochschule Luzern に、交換留学プログラムの一環として留学した。彼
女は Helmut Lachenmann、 Wen Deqing、Ivo Medek 等の作曲家のマスタークラスに
参加。
アート・マネージメント（arts administration）にも携わり、'Elementi' Student and 
Doctoral Conference （2019, 2020）を共同でオーガナイズし、Krakow 出身の作曲家の
作品や個性を紹介する、現代作曲家のドキュメンタリーのシリーズを共同製作している。

この作品のタイトルは John Cage の引用を参照している。──「空っぽの空間や空っぽの時間（empty 
space and empty time）といったものは存在しません。いつでも何か見えるみの、何か聴こえるものが
存在します。実際、沈黙を作ろうと努めたとしても、不可能なのです。」
音高のマテリアルは “c, e, g” の三音のみに限定されている。タイトルにおける 'empty space' はこれら
の三つの音、残響、沈黙、期待、そして余剰によって満たされる。音高の限定は音の内部で生起してい
る事象へと注意を向け直すことに貢献する。
楽譜は演奏家が順に追っていくものとしてヴィデオの形式で記されている。いくつかの断片は奏される
べき楽器の指示、正確なリズム、強弱を伴った厳格な方法で記されているが、一方で未定義の部分、演
奏家に解釈の余地を残した部分もある。静止画や動画を変化させるドラマツルギーは即興演奏的な活動
の開始する地点である。視覚的変化は常に特定の音楽の素材に基づいており、すなわち作品形式に対す
るコントロールは維持されている。
　米田恵子の作品に言及すると、本作品は Bach、Mozart、Chopin、Schubert、Rachmaninoff といった
作曲家の作品からの引用によって、西洋古典音楽への参照を含む。これらの引用を古典的ではないコン
テクストの中で提示することは、こうした限定された素材の中における多様な運動可能性を捉えるのみ
ならず、西洋古典音楽を重要な、卓越した、必要不可欠なものとして提示することによって連想される
ナラティヴを変える。短い引用の操作はその本来の意味を変化させ、時代を画した名声を剥奪し、そし
てヴィデオ・スコアの実験的な形式に対峙させられる。これらの引用は視覚的な変化を蒙る──音に関
する決定は作曲家の楽譜から、演奏家の想像力へとシフトするのだ。



Camille Kiku( 菊 ) Belair 「Book Piece」
Camille Kiku（菊） Belair は主にフィールド・レコーディングとミクスト・メディアの
領域で活動するインターディシプリナリー・アーティスト、作曲家、クラシック・ギタ
リスト。

「Book Piece」（2021）は第一回米田恵子国際作曲コンクールのために創作された。これは自由な人数の
パフォーマーのためのインストラクション・スコアであり、演奏のための時間は問わない。演奏家は各
自一枚の紙上にグラフィック・スコアを制作し、それを 8 ページの小冊子として折る。全てのスコアは
同時に演奏され、各々のパフォーマーが各々のスコアを演奏するまで、全ての楽譜は各楽章で、演奏家
の間で交換される。
私の目標はグラフィック・スコアと製本作業を、最終的な作品形式に意義深い影響を与える方法で組み
合わせることにあった。各々の演奏家自身が作曲家となり、彼ら独自の視覚言語を創作、解釈するとい
うこと［の要求］にどのように反応するかを見るのは、とても興味深いことだろうと思う。

中村愛音 「蚊帳の外」
歌い手、作曲家。複雑で曖昧な自己を育み、表す。変革の時に心と体を置いてきぼりに
しないことを意識する。フルブライト・アーティスト（ベルリン）。ソロ出演はギャラテン・
ギャラリー個展、A Concert of Electronic Music in honor of Mario Davidovsky、Dias 
de Música Electroacústica。フィンランド・ミクロアンサンブル等に作曲。ポーリンオ
リベロス特別賞。

ド：土、ミ：身、ソ：部外者の外　この土地に根差すのは私の亡霊のみ。わたしの心と体にとって本当
に大事なことは、私が参加できないところで勝手に決められている。私の身はいつも蚊帳の外。夢見て
いた平等は国家と社会と家族制度には無く、ワタシはまるで存在していないよう。しかし、わたしの中
に確かに光が残っている。残っているか。残っていよう。カエルの第一声のように枯れた声でも、たし
かに、わたしのもの。わたしの体はわたしのもの。



Marta Tiesenga 「CIPHER KYICC-21」
M. Tiesenga はアメリカ、ロサンジェルスを拠点とするインターディシプリナリー・アー
ティスト、作曲家、パフォーマー。地図、パズル、そしてアセミック（asemic）言語
への生涯にわたる愛情から、Tiesenga は音楽的言語の理論的（そして時に文字通りの）
地形 = 領野（terrain）の暗号化と解読、及びそれらのアプローチがどのように素材を
変容するかということにインスパイアされている。
Tiesenga はカリフォルニア芸術大学において、Experimental Sound Practices、及び 
Experimental Animation with a Concentration in Integrated Media において二つの修
士号を取得し、Michael Pisaro、Sara Roberts、Tom Leeser に師事。また、サックス
奏者でもある Tiesenga は、イーストマン音楽院で音楽学士号を取得し、Chien-Kwan 
Lin 博士に師事。
Civic Orchestra of Chicago、Wild Up、Kunsthalle for Music、SPEAK Percussion、
Dog Star Orchestra、Ensemble Supermusique、Euler Quartet、New Century Players
や、イーストマン音楽院、ニューイングランド音楽院、カリフォルニア芸術大学、イェー
ル大学におけるアンサンブル等とコラボレーションしている。

CIPHER KYICC-21 ──国家の監視の圧迫の下において機密情報を伝達する同盟者たちのための概要図。

楽譜は全ての解読者によって学習されるべき三つの音のキー・コードから成っており、ミニマリストの
音楽作品を装いながら、暗号化された伝達内容を認識するべく意図されている。楽譜からの抜粋：

この暗号表の使い手は、秘密情報の利用の許可を委ねるに値する者たちのみが共有できるよう、
どんな犠牲を払ってもそれを保護しなければならない。暗号解析や傍受、解読を避けるよう、
連帯した市民の間に配布されるべき暗号表。圧迫下における、公共の、隠された放送における
交信を主要な用途とする。野外における生のコミュニケーション、或いは電信放送（ラジオ／
テレビ／ライブストリーム）用。傍受や解読の可能性を減らすため、伝達は可能な限りの音楽
的／表現的な抑揚をもって演奏されねばならないが、暗号の判読可能性／完全性は保たれてい
る必要がある。

暗号とその内容の詳細を公開討論会においてこれ以上明かすことは、その保護にとって恐ろしい結果と
なりかねない。米田恵子の生涯と作品、及び彼女の後を追う全ての革命家たちに捧げる。



山﨑燈里「黒い帯」
1992 年茨城県出身。台北在住。千葉大学教育学部卒業。ホクロまみれの翻訳者、執筆者。
思い通りにならない不完全な自分の体を出発点に、女性性を取り巻く歴史と政治と呪術
を探りエッセイを書く。「黒い帯」は作曲第 1 号。

女であったために米田恵子の作品は日の目を見なかったが、米田は実験的で挑発的な音楽と詩の制作を
単独で続けた。私はたまたま台北の古本屋で詩人の青山かつ子を発見し、女の連帯と抵抗の真実を詠い
ながら正当に評価されなかった青山の姿を米田に、そして自分自身に重ねた。青山の「黒い帯」という詩は、
周縁化された過去の女達の生を繋げる。そこから着想を得て、青山の詩集を包んでいた透写紙に自分の
全身のホクロを写し取り、ホクロに線を書き足し音符にして、さらに記号を加え楽譜とした。私のホク
ロは自分の皮膚から詩集の皮膚へと移され、詩集の新しい帯紙、そして「黒い帯」の楽譜となった。

村松海渡「米田恵子国際音楽コンクルル」
東京大学大学院総合文化研究科修士１年在学中。自身の多面性を受け入れ、分野を超え
たアウトプットを通じて芸術・社会の中での自らの立ち位置を探る。ローマ国際ピアノ
コンクール新進ピアニスト部門 ( イタリア )、PIANALE 国際ピアノコンクール ( ドイツ )
ほか国内外のコンクールで優勝、国内外でソロリサイタルを行う。
リバネス Incu-be 賞奨励賞 ( 自然科学 )、国際卓越大学院 卓越 RA、 Sony Computer 
Science Laboratories RA。

本作品は「転嫁の音楽」として、
音楽の発端 - 作曲 - 演奏 - 聴取 - という創作マテリアルの連鎖を希求する存在として創作された。

また、演奏を規定する行為に作曲を求めながら、
誰かがやらねばならないという意思で、
応募規定を遵守する形で作曲された。

演奏者における自由は従来型の記譜でも当作品においても、
質的に異なるものではないと考えている。



井上郷子（ピアニスト）
「ムジカ・プラクティカ・アンサンブル」のメンバーを経てソロ活動。近藤譲ピアノ作品・
全曲演奏やモートン・フェルドマン作品の演奏等で高い評価を受ける。Contempuls

（チェコ）、ブエノスアイレス現代音楽週間（アルゼンチン）など海外の現代音楽祭から
度々招かれ、各地でソロリサイタル。カリフォルニア藝術大学などのマスタークラスで
講師も務める。HatHut Records（スイス）等より CD 出版。第 10 回佐治敬三賞受賞。
東京学芸大学大学院作曲科修了。国立音楽大学教授。 https://www.n-b-music.com

溝淵加奈枝（ソプラノ、パフォーマー）

香川県高松市出身。国立音楽大学演奏学科声楽専修卒業。その後ストラスブール地方音
楽院を経てシュトゥットガルト音楽・演劇大学現代音楽科を最優秀の成績で卒業。現
在は KlangForum Heidelberg に継続的に参加しながらブリテン・ピアーズ財団 Snape 
Maltings にて自らパフォーマンス作品を制作したり即興演奏が Econore Records より
リリースされたりと多岐にわたり活動している。

坂本光太（チューバ奏者）

チューバ奏者。1990 年生まれ。現代／実験音楽、即興演奏を中心に活動。
近年のリサイタルに「暴力／ノイズ／グロボカール」（BUoY、東京、2020）、「Looking 
Ahead vol. 3: 無伴奏チューバの半世紀」（eitoeiko、東京、2019）など。京都女子大学助教、
上智大学非常勤講師。「実験音楽とシアターのためのアンサンブル」メンバー。博士（音
楽）。

演奏者　



河野聡子

増田義基　（技術）

ルツィエ・ヴィッコヴァ (They/Them) 

樋口鉄平
詩人・書評家。ヴァーバル・アー
ト・ユニット「TOLTA」代表。

「実験音楽とシアターのための
アンサンブル」メンバー。作
品に『地上で起きた出来事は
ぜんぶここからみている』（い
ぬのせなか座、2017）、『やね

とふね』（マイナビ現代詩歌セレクション、2014）他。

京都市立芸術大学大学院修了。過剰な消費やポップ、抑圧、
カワイイなどを扱い作曲する他、屋内外でのパフォーマ

ンス、人間の欲への傾聴を含
め個々の小さな感覚をよく聴
き共有する活動を続けている。
2005 年武生作曲賞入選、現音
作曲新人賞富樫賞。2006 年日
本音楽コンクール１位入賞。
2010 年芥川作曲賞受賞。

チ ェ コ 共 和 国 出 身、 ニ ュ ー
ヨーク在住の作曲家、即興演
奏家、パフォーマー（アコー
ディオン、篳篥、シンセサイ
ザー、ハーモニカ、声、ダンス）。
Janáček Academy of Music 
and Performing Arts in Brno

（チェコ）において作曲を専
修していた期間、Lucie はオランダのハーグ王立音楽院、
カリフォルニア芸術大学 、 ベルリン芸術大学、ニューヨー
クのコロンビア大学、及びニューヨーク大学における招
聘研究員を務めた。Lucie の作曲はソニフィケーション

（sonification：物理的対象から引き出された抽象的モデ
ルに基づく作曲）にフォーカスしており、即興演奏の実
践においては、Lucie は音と動作の間の相互作用を通し
た分離空間の性質と携わっている。近年の作品において、
Lucie は日常の生活に関連した音楽の社会・政治的側面や、
がらくたの再利用による音響的コスチュームや楽器の制
作に関心を持っている。 www.vitkovalucie.com

2014 年 第 31 回 現 音 作 曲 新
人 賞 入 選。2015 年 第 84 回
日 本 音 楽 コ ン ク ー ル 3 位 受
賞。2016 年 東 京 藝 術 大 学 大
学院アカンサス音楽賞受賞。
2018/2021 年、トーキョーアー
ツアンドスペース OPEN SITE

選出。2019 年 8 月から 2020 年 5 月までカリフォルニア
芸術大学に招聘研究員として滞在。2021 年 3 月、国立音
楽大学大学院より博士号を取得。 2021 年 10 月よりシュ
トゥットガルト音楽演劇大学に留学中。

審査員　

JONA　 　（オンライン配信）

山根明季子

オーガナイザー　



トーキョーアーツアンドスペース本郷
〒 113-0033 東京都文京区本郷 2-4-16
TEL: 03-5689-5331
E-mail: opensite6@tokyoartsandspace.jp
URL: www.tokyoartsandspace.jp/

※会場内で TOKAS スタッフが撮影している写真・動画は、事業記録として使用する他、TOKAS 公式ウェブサイト、SNS、YouTube などで公
開します。また、アーティストが撮影している写真・動画は、アーティストのウェブサイト等で公開するほか、広報目的等で使用する場合がござ
います。不都合がございましたら、お手数ですが係員までお申し付けください。皆様のご理解とご協力に感謝申し上げます。


