フリージャズピアニスト、スガダイローによる
全 3 回の新プロジェクトが始動！

© 梅原渉

コンサートホール ATM

エントランスホール

ACM 劇場

vol.1 2016 年 11 月 26 日（土） 18:30 開演 「狂演」 会場：水戸芸術館コンサートホール ATM
vol.2 2017 年 1 月 28 日（土） 18:30 開演 「秘境 / 魔境」 会場：第１部・水戸芸術館エントランスホール／第 2 部・ACM 劇場
vol.3 2017 年 春〜夏

◆企画について◆

水戸芸術館では、現在ジャズ界の新世紀を切り拓く存在として注目を集めているフリージャズピアニスト、
スガダイロー（1974 年生まれ）を中心とした、新プロジェクト（全三回の公演）を始動します。

大地に楔を打つような強烈なタッチ、ピアノが今にも発火しそうな爆発力、時速 200km で飛ばしている
かのような疾走感に、挑発的な音の駆け引き…しかし次の瞬間、ハッとさせる澄んだ一縷の光を音で奏

でる――アナーキーなことを醒めた意識で次々と仕出かす演奏は、いま多くの聴衆を熱狂させています。
さらには、注目すべきパフォーミングアーティストとの「異種対決」や、近年では舞台作品の音楽監督を
務めるなど、ジャズ界のみならず、様々なフィールドでの活躍から目が離せない存在です。

「SUGADAIRO PROJECT」では、その演奏の衝撃を体感していただけるライヴほか、個性溢れる表現者た

ちと境界を越えて生み出す新感覚のパフォーマンスをお届けします。スガダイローが、水戸芸術館という

複合文化施設を舞台に芸術ジャンルを横断して繰り広げる予測不能なパフォーマンスの数々にどうぞ
ご期待ください。

公演内容
2016 年 11 月 26 日 [ 土 ]
vol.1

18:00 開場・18:30 開演

スガダイロー × 山下洋輔

[ 狂演 ]

会場：水戸芸術館コンサートホール ATM
料金：（全席指定）A 席 5,000 円、B 席 4,000 円
ユース（25 歳以下）1,500 円
プロジェクト初回を飾るのは、スガが大きな影響を受けた師匠であり、
日本ジャズ界最強のピアニストとして数々の偉業を成し遂げてきた巨匠・
山下洋輔との共演。二人の猛者が真っ向から繰り広げる「真剣勝負」に
ご期待ください。

2017 年 1 月 28 日 [ 土 ]
vol.2

18:00 開場・18:30 開演

第 1 部 [ 秘境 ] 編 スガダイロー × 近藤岳 × 有馬純寿
会場：水戸芸術館エントランスホール （スタンディング）
第 2 部 [ 魔境 ] 編 スガダイロー × 田中泯
会場：水戸芸術館 ACM 劇場 （全席指定）
料金：一般 3,500 円、ユース（25 歳以下）1,500 円

スガダイローと三人の表現者たちによる即興パフォーマンスを、水戸芸
術館ならではの空間を活かした２部構成でお届けします。第 1 部では、オ
ルガニストの近藤岳、エレクトロニクスによる音響表現を手掛ける有馬
純寿が登場。ピアノとオルガン、そして音響表現が一堂に会し、予測不
能な空間を生み出します。第 2 部は世界的ダンサー・田中泯が登場。スガ
のピアノと田中泯の踊りによって、劇場が未知の沃野へと変貌します。

Vol.3 2017 年春〜夏 今後の情報をお楽しみに！

◆スガダイローからのメッセージ◆

水戸のライヴハウスに出演するようになったのは 10 年程前からです。「世の中の不景気なんて関係無
いね！俺たちは好きな音楽聴いて好きなだけ騒ぐんだ！」と、もはやヤケクソにも近い熱狂を観客の皆さ
んから感じて驚いた印象があります。さすがに当時の勢いは弱まったもののそれでも年に 1 回位のペース
では水戸に呼んでいただいているのでなかなかどうして水戸の底力に震撼しております。中には「年に最低
3 回は来てくれないと困る！」といった嬉しい事を言ってくださるお客様もいて、
「さすがにそんなに呼ん
でもらえるわけないじゃないですか！ それじゃ皆さんの財布がすっからかんになりますよ、あはは！」な
どとふざけていたら本当に呼ばれてしまいました。ある日いきなり、3 公演なにかやりなさいとオファーが。
「え？まだそちらでは 1 回も公演したことないですよ？」「いいからやりなさい！」「はい！」。物好きな
（←良い意味ですよ）ジャズクラブのマスターの酔いに任せた突発的やけっぱち命令ではなく、なんとなん
と天下の水戸芸術館！
うーむ！なんと無謀な！しかしワクワクします。これまでも水戸で「ガンダムのサウンドトラックをジャ
ズにしろ！」とか「カップルお断りの地獄のクリスマスライブを開催しろ！」等様々な無茶振り企画で演
奏してきましたのでその経験を十分に活かします。どんな出し物でも水戸の皆さんならとてもとても喜ん
でいただけるのではないかと楽しみにしております。
そしてやはりこういった愉快な企画を水戸でやるとなるといつも思い出すのが水戸幕末争乱の事です。
世が世なら水戸藩の志士たちが明治政府を率いたとしてもおかしくなかったのですが、まどろっこしい駆
け引きを嫌った天下の無謀人たちは明治維新になる前に激戦で命を落としたのです。しかし、彼らの気概
はしっかりと街全体に根付いているようです。3 公演、ここは一丁派手に暴発するとしますか！

プロフィール

スガダイロー

Dairo Suga（Piano）

1974 年生まれ。神奈川県鎌倉育ち。洗足学園ジャズコースで山下洋輔に師事、卒業後は
米バークリー音楽大学に留学。帰国後「渋さ知らズ」や「鈴木勲 OMA SOUND」で活躍し、
坂田明や森山威男、小山彰太、田中泯らと共演を重ねる。08 年、初リーダーアルバム『ス
ガダイローの肖像』を発表。山下洋輔から「双子の銀河系の誕生を目撃しているような体
験をした。その中にスガダイローの世界が姿を現わし始めている。戦慄だ。
」というコメン
トが贈られた。10 年に山下洋輔とのデュオライブが実現。自己のトリオ（東保光 b、服部
マサツグ ds）での活動のほか、向井秀徳（ZAZEN BOYS）
、七尾旅人、中村達也（LOSALIOS、
ex:BLANKEY JET CITY）
、志人（降神、TriuneGods）
、灰野敬二、U-zhaan、仙波清彦、MERZBOW、
吉田達也 ( ルインズ、是巨人、ZENI GEVA) らと即興対決を行う。13 年あうるすぽっとにて
開催された［N/R］プロジェクト スガダイロー五夜公演『瞬か』では飴屋法水、近藤良平
© 平澤最勝

（コンドルズ）
、酒井はな、contact Gonzo、岩渕貞太、田中美沙子、喜多真奈美ら 7 組の
身体表現家と共演し好評を博す。11 年に『スガダイローの肖像・弐』
（ポニーキャニオン）
でメジャーデビュー。12 年には初のソロ・ピアノ作品『春風』
、志人との共作アルバム『詩種』
、
13 年自己のトリオにて「刃文」
、2014 年「山下洋輔 × スガダイロー」
「GOLDEN FISH」
、15 年
「Suga Dairo Solo Piano at Velvetsun」を velvetsun products よりリリース。15 年 4 月か
ら 1 年間、FM ヨコハマにて冠ラジオ番組「スガダイローのジャズニモマケズ」を放送。同
年、KAAT 神奈川芸術劇場にて開催された白井晃演出の舞台「ペール・ギュント」で音楽・
演奏を担当。サントリー芸術財団のサマーフェスティバル 2015 で演奏されたツィンマーマン
作曲〈ある若き詩人のためのレクイエム〉( 日本初演 ) に、スガダイロー・カルテットとして出
演。16 年 9 月、KAAT 神奈川芸術劇場にて開催される舞台「マハゴニー市の興亡」にて音楽監
督を務める。
Oﬃcial Web Site: http://sugadairo.com/
Facebook: https://www.facebook.com/Sugadairo
twitter: https://twitter.com/sugadairo

共演者プロフィール
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山下洋輔

Yosuke Yamashita（Piano）

1969 年、山下洋輔トリオを結成、フリー・フォームのエネルギッシュな演奏でジャズ界に大きな衝撃を与える。
国内外の一流ジャズ・アーティストとはもとより、和太鼓やシンフォニー・オーケストラとの共演など活動の幅を
広げる。88 年、山下洋輔ニューヨーク・トリオを結成。国内のみならず世界各国で演奏活動を展開する。2000 年
に発表した自作協奏曲を、佐渡裕の指揮により 04 年にイタリア・トリノで再演。06 年オーネット・コールマンと、
07 年にはセシル・テイラーと共演。08 年に〈ピアノ協奏曲第 3 番 “エクスプローラー”〉を発表。09 年、一柳慧
作曲〈ピアノ協奏曲 第 4 番 "JAZZ"〉を世界初演。歴代メンバー総出演の「山下洋輔トリオ結成 40 周年記念コンサー
ト」を開く。13 年、
ニューヨーク・トリオ結成 25 周年アルバム『グランディオーソ』をリリース。15 年にはスペシャ
ル・ビッグバンドの CD『新世界より』をリリースする。16 年 2 月、ウィーン楽友協会ホールで佐渡裕指揮のトー
ンキュンストラー管弦楽団と共演し、大成功を収める。99 年芸術選奨文部大臣賞、03 年紫綬褒章、12 年旭日小綬
章を受章。国立音楽大学招聘教授。演奏活動のかたわら、多数の著書を持つエッセイストとしても知られる。
Oﬃcial Web Site: http://www.jamrice.co.jp/yosuke/

田中 泯

Min Tanaka（Dance）

1945 年生まれ。1966 年クラッシックバレエ、モダンダンスを学んだ後、1974 年から独自のダンス、身体表現を
追求するようになる。本格的海外デビュー [ パリ秋芸術祭『日本の「間」展覧会』( ルーブル装飾美術館 )1978 年 ]
をきっかけにし、ゆるやかで微細な動きで身体の潜在性を掘り起こすパフォーマンスは、ダンスをはるかに越えて、
新しい芸術表現として衝撃をもたらした。一方、1985 年から今日に至るまで、山村へ移り住み農業を礎とした日
常生活をおくることでより深い身体性を追求している。映画「たそがれ清兵衛」
（山田洋次監督）初出演により、映
像への出演も多く独自の演技力によって異彩を放っている。著書『僕はずっと裸だった』( 工作舎 )、『意身伝心』
( 春秋社 )、写真集「光合成」MIN by KEIICHI TAHARA( スーパーラボ )。
www.min-tanaka.com
©Hayato Araki

近藤 岳 Takeshi Kondo（Organ）
東京藝術大学音楽学部作曲科卒業。同大学別科オルガン科修了。同大学大学院修士課程音楽研究科（オルガン）修
了。これまでに作曲を野田暉行、川井学、永冨正之、尾高惇忠に、オルガンを今井奈緒子、廣野嗣雄に師事。文化
庁派遣芸術家在外研修員としてフランス（パリ）に留学。オルガンおよび即興演奏をフィリップ・ルフェーブルに
師事。オルガニスト、作・編曲家として、国内外でのオルガンリサイタル等のソロ演奏に加え、アンサンブルや国
内主要オーケストラとの共演も多数行っている。自作自演や邦人作曲家作品の初演も数多く、各コンサートホール、
オルガニストからの委嘱作品も多数手がけており、いずれも好評を博している。現在、ミューザ川崎シンフォニー
ホール・オルガニスト。東京藝術大学非常勤講師。国立音楽大学非常勤講師。日本オルガニスト協会会員。
© 青柳聡

有馬純寿 Sumihisa Arima（Electronics）
音楽、即興演奏などジャンルを横断する活動を展開。ソリストや東京シンフォニエッタなどの室内アンサンブル
のメンバーとして多くの国内外の現代音楽祭に参加し、300 を超える作品の音響技術や演奏を手がけ高い評価を
得ている。第 63 回芸術選奨文部科学大臣新人賞芸術振興部門を受賞。2012 年より国内外の現代音楽シーンで活
躍する演奏家たちと現代音楽アンサンブル「東京現音計画」をスタート、その第 1 回公演が第 13 回佐治敬三賞を
受賞した。現在、帝塚山学院大学人間科学部准教授。京都市立芸術大学非常勤講師。

【記事掲載についてのお願い】
1）誌面掲載する電話番号は、水戸芸術館チケット予約センター 029-231-8000 でお願いいたします。
2）掲載記事は、資料として保管いたしますので水戸芸術館 鴨志田までご送付ください。
3）取材及び収録等の取材は、事前にお問い合わせください。

【お問い合わせ】
企画について：水戸芸術館音楽部門 高巣 真樹
Tel.029-227-8118
掲載について：水戸芸術館広報係
鴨志田和子 Tel.029-227-8111
〒310-0063 茨城県水戸市五軒町 1-6-8
http://arttowermito.or.jp/

