
フィリップ・マヌリ
〈コンポージアム 2019〉関連企画・共催公演     　

フィリップ・マヌリ
室内楽作品演奏会

ヴァイオリン、アンサンブル、ライブエレクトロニクスのための
B- パルティータ（2016 年／日本初演）
B-Partita, In memoriam Pierre Boulez 
for violin, ensemble and electronics in real time

ストレンジ・リチュアル（2005）
Strange Ritual 

驚くべきアイデンティティ（2005）
Identités remarquables

板倉 康明 井川 璃理 今井 慎太郎

フ ィ リ ッ プ ・ マ ヌ リ × 国 立 音 楽 大 学
指揮　板倉 康明（国立音楽大学客員教授）

ヴァイオリン　井川 璃理（国立音楽大学 大学院修士課程２年）

アンサンブル　クニタチ・フィルハーモニカー
ライブエレクトロニクス　今井 慎太郎（国立音楽大学准教授）　

2019

 6 /11 火

19:00 開演（18:30 開場）
東京オペラシティ リサイタルホール
京王新線（都営地下鉄新宿線乗り入れ）「初台駅」東口下車　徒歩 5 分

チケットぴあ http://pia.jp/  …………………………………………………… 0570-02-9999
ファミリーマート、セブン - イレブン、チケットぴあ店舗（Pコード：140-371）

国立音楽大学書籍売店（宮地楽器） ……………………………………… 042-537-8200
宮地楽器ららぽーと立川立飛店  …………………………………………… 042-540-6636
宮地楽器小金井店ショールーム …………………………………………… 042-385-5585
東京オペラシティチケットセンター  …………………………………… 03-5353-9999

全席自由　一般 :¥2,000　学生 :¥1,000
【チケット発売日】
一般：2019 年 2 月 23 日 [ 土 ]
東京オペラシティ Arts 友の会 ：2019 年 2 月 16 日 [ 土 ]
国立音楽大学書籍売店（宮地楽器） ：2019 年 2 月 25 日 [ 月 ]

※就学前のお子様のご同伴・ご入場はご遠慮ください。　 ※やむを得ない事情により、曲目・出演者等が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※入場料収入の一部は本学の奨学制度充実のための資金として、活用させていただきます。

【主催】国立音楽大学　https://www.kunitachi.ac.jp/　　　【共催】公益財団法人 東京オペラシティ文化財団
【お問合せ】国立音楽大学 演奏センター 042-535-9535　

© 東京オペラシティ文化財団／撮影：ヒダキトモコ

©Eric MANAS ©Masa Hayashi©Masa Hayashi



フィリップ・マヌリ　Philippe Manoury , composer
作曲家。1952 年６月 19 日、フランス・チュール生まれ。現在最
も重要なフランスの作曲家の一人で、ライヴ・エレクトロニクス分
野における研究者であり先駆者。９歳からピアノをピエール・サン
カンに、作曲をシェーンベルクの弟子であったマックス・ドイッ
チュ、およびジェラール・コンデ、ミシェル・フィリポ、イヴォ・
マレクらにパリ・エコール・ノルマル音楽院およびパリ国立高等音
楽院にて師事した。作品は 19 歳にしてすでに多くの現代音楽祭に
おいて演奏され、1974 年にクロード・エルフェにより初演されたピ
アノ曲《クリプトフォノス》の成功によりその名声は決定的となった。
1978 年にブラジルに移住しいくつかの大学で教えたのち、1981
年に帰国、IRCAM にて数学者のミラー・パケットとともにインタ
ラクティヴ・ライヴ・エレクトロニクス・システム MAX を使った
研究を行い、1987 〜 91 年に作曲された《Sonus ex machina》シリー
ズに結実している。
1983 〜 87 年アンサンブル・アンテルコンタンポラン教育部門責
任者、1987 〜 97 年リヨン国立高等音楽院教授、1995 〜 2001 年
パリ管弦楽団のコンポーザー・イン・レジデンスを務めている。
近年は空間配置を伴った作品も多く、2013 年にドナウエッシンゲ
ン音楽祭で初演された《In situ》では、オーケストラは聴衆を取り
囲むように配置される。この曲を初演した指揮者フランソワ = グ
ザヴィエ・ロトに触発され、ケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団のた
めに「ケルン三部作」として拡張、2016 年に《リング》、2017 年《In 
situ》再演、2019 年には終曲となる、俳優、ソロ歌手、合唱、オー
ケストラのための作品が予定されている。代表作として、オーケス
トラのための《響きと怒り》（1998-99/2016）、ヴァイオリン協奏
曲《シナプス》（2009）、ピアノ、エレクトロニスと管弦楽のため
の《Echo-Daimónon》（2012）、近年集中的に取り組んでいる弦楽
四重奏曲《メランコリア》（2013）、《フラグメンティ》（2016）など、
また、エレクトロニクスと各種楽器のための作品群として、ヴィオ
ラのための《パルティータⅠ》（2007）、ヴァイオリンのための《パ
ルティータⅡ》（2012）、２台ピアノのための《時間、使用法》（2014）
がある。2017年、オーストリアのノーベル賞作家エルフリーデ・イェ
リネク原作による、福島の原発事故をテーマとした、俳優、音楽家、
歌手とエレクトロニクスによるオペラ『光のない。』が初演され、ルー
ル、パリ、ストラスブール、ザグレブ、ルクセンブルクで上演され
ている。2018 年 7 月にはロト指揮ケルン・ギュルツェニヒ管で、
エマニュエル・パユの独奏によりフルート協奏曲《サッカード》が
初演された。
教育の分野では、カリフォルニア大学サンディエゴ校の名誉教授を
務め、母国フランスにおいてもストラスブールの芸術院および音楽
祭で教えるほか、2017 年にはコレージュ・ド・フランスに招かれ
客員講師を務めた。
2002 年にオペラ『K…』がモナコ・プリンス・ピエール財団作曲賞を、
1998 年にはパリ賞を受賞するなど多くの賞に輝き、2014 年には
フランス芸術文化勲章オフィシエを受章、仏独現代音楽基金の名誉
委員、ベルリン芸術アカデミーの会員に選出されている。
作品は Universal/Editions Durand から出版されている。

板倉　康明　Itakura Yasuaki , conductor
東京藝術大学附属音楽高等学校を経て東京藝術大学音楽学部卒業。フランス
政府給費留学生として渡仏し、パリ市立音楽院、パリ国立高等音楽院を卒業。
故アンリエット・ピュイグ＝ロジェ氏から深い薫陶を受け、現在の多彩な演
奏活動の礎を築いた。クラリネット奏者として東京都交響楽団、東京フィル
ハーモニー交響楽団等と共演。1996 年横浜の第三回神奈川芸術フェスティ
バルで西村朗作品により指揮デビュー。以後、現代作品を中心に、活発な指
揮活動を行っている。これまでに、サントリー・サマーフェスティバル、サ
イトウ・キネン・フェスティバル松本、オーケストラアンサンブル金沢定期公演、
プレゾンス音楽祭（フランス）、ミュージック・フロム・ジャパン（ニューヨーク）、
現代音楽アスペクト（カーン フランス）等、国内外の音楽祭に招聘されている。
指揮者としてのレパートリーは広範囲に渡り、特に現代作品の演奏には各方
面から高い評価を得ている。
2016 年は、ボルドー・アキテーヌ国立管弦楽団定期公演を客演指揮、また、
サントリー・サマーフェスティバルのプロデューサーを務め 2 公演の指揮を
行った。
2001 年より東京シンフォニエッタ音楽監督就任。第 18 回中島健蔵音楽賞を
受賞。1997 年度、1999 年度、2015 年度日本音楽コンクール委員会特別賞
を受賞。国立音楽大学客員教授。 

井川　璃理　Lily Ikawa , violin
７歳よりヴァイオリンを始める。国立音楽大学附属高等学校を経て、2018
年３月国立音楽大学卒業。選抜され同大学卒業演奏会に出演。現在国立音楽
大学大学院修士課程 1 年に在籍中。
ブーレーズ作曲「レポン」改訂版日本初演の際、コンサートマスターを務め
好評を博した。2018 年、京都国際音楽学生フェスティバルに参加。また同年、
渋谷慶一郎作曲アンドロイドオペラ「Scary Beauty」でコンサートマスター
を務めた。これまでにヴァイオリンを橋本千稲、小林倫子、永峰高志の各氏に、
室内楽を漆原啓子、青木高志、今井顕の各氏に師事。

今井　慎太郎　Imai Shintaro , electronics
音や物の微細な運動を剪定し矯正することで創作を行う。国立音楽大学およ
びパリの IRCAM にて学び、2002 年から 2003 年まで文化庁派遣芸術家在外
研修員としてドイツの ZKM にて研究活動を、また 2004 年に DAAD ベルリ
ン客員芸術家としてベルリン工科大学を拠点に創作活動を行う。2008 年から
バウハウス・デッサウ財団にてバウハウス舞台の音楽監督をたびたび務める。
2012 年にはダルムシュタット夏期現代音楽講習会にて講師を務めた。現在、
国立音楽大学准教授。shintaroimai.com

クニタチ・フィルハーモニカー　Kunitachi Philharmoniker
メンバー全員が国立音楽大学関係者によるゾリステン・オーケストラ。全国
の主要オーケストラやソリストとして活躍している卒業生、教員および優秀
な学生によって構成されている。「常設団体」ではなく、コンサートの都度メ
ンバーが集結して集中的な練習を行い、本番に挑んでいる。2001 年７月創設。
以来、コンサートを始めオペラでも、常にその自発性溢れる演奏によって評
価を高めてきた。これまで共演した指揮者は、渡邊一正、齋藤一郎、金聖響、
阪哲朗、岩村力、森垣桂一、工藤俊幸、板倉康明等。

PROFILES

「聴き伝わるもの、聴き伝えるもの」　第14夜　—20世紀音楽から未来に向けて—
2019 年 9 月 21日（土） 16:00 開演　国立音楽大学講堂小ホール 全席自由 一般：¥1,500 ／学生：¥500（6/7［金］発売予定）

【曲目】
武満 徹：群島 S. （1993）
松村 禎三：阿知女（1957）＊
菊池 幸夫：2019 年度国立音楽大学委嘱作品（2019 世界初演）
ヴィシネグラツキー：回転運動のエチュード 作品 45a（1961/63）＊＊
ファーニホウ：想像の牢獄Ⅲ（1986 日本初演）
ホリガー：プネウマ（1970）

【出演】
指揮：板倉 康明
ソプラノ：佐竹 由美＊
ピアノ：井上 郷子＊＊
　　　　篠田 昌伸＊＊
室内オーケストラ：クニタチ・フィルハーモニカー

「フィリップ・マヌリ特別講座（作曲）」
2019 年 6 月10 日（月） 18:15 開講　国立音楽大学新 1号館オーケストラ・スタジオ 全席自由・入場無料

【主催】国立音楽大学　https://www.kunitachi.ac.jp/　【お問合せ】国立音楽大学演奏センター  042-535-9535

Information

★マヌリ氏指導のもと、翌日演奏される室内楽曲の公開リハーサルを行ないます。


