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平 成 ２５ 年 度 事 業 報 告（音 楽） 

 

                                                           自 平成 25 年 4 月 1 日 

至 平成 26 年 3 月 31 日 

 

公益目的事業１（コンサート事業） 

 

１．「サマーフェスティバル２０１３」の開催 

昨年度のフェスティバル 25 周年まではコンサート企画委員会の合議によるプログラム監修体

制だったが、今年度より毎年１人の総合プロデューサーが監修する「ザ・プロデューサー・シリ

ーズ」をスタートした。その第 1年は、池辺晋一郎氏を起用し、演劇・ジャズ・民族楽器・ダン

スなど音楽の境界を越えた多彩な演目を、また、新監修者の細川俊夫氏がテーマ作曲家となる「サ

ントリーホール国際作曲委嘱」、「第 23回芥川作曲賞選考演奏会」を含む 7公演を行った。 

 

ア.「ザ・プロデューサー・シリーズ」池辺晋一郎がひらく 

 ＜ジャズ、エレキ、そして古稀＞ 

 （１）日時 平成 25年 9月 2日（月）19：00 

 （２）会場 サントリーホール 大ホール 

 （３）曲目 ロルフ・リーバーマン：ジャズバンドと管弦楽のための協奏曲 

       野平一郎：エレクトリックギターと管弦楽のための協奏曲《炎の弦》 

       古稀を祝う７作品による管弦楽（委嘱・初演） 

        小出稚子：元気・長生き・古稀音頭 

        西村 朗：池辺晋一郎氏の名によるヘテロフォニー 

        猿谷紀郎：悲しみの森の中へ 

        権代敦彦：秋 

        野平一郎：水のほとりにて 

        新実徳英：祭典 Si－宇宙、樹、風－ 

        池辺晋一郎：原風景へ～オーケストラのために 

 （４）出演 指揮＝杉山洋一 エレキギター＝鈴木大介  

ジャズバンド＝角田健一ビッグバンド 管弦楽＝東京都交響楽団 

  ＜インプロヴィゼーション×ダンス＞ 

 （１）日時 平成 25年 9月 6日（金）19：00 

 （２）会場 サントリーホール ブルーローズ 

  （３）演目 アイデンティティを越えて 

        大自然－畏れと共生、そして美 

  （４）出演 演奏：シタール＝新井 剛 ウード＝常味裕司 ヴァイオリン、ヴォイス＝太田

惠資 三味線＝本條秀五郎 笛＝紫竹芳之 パーカッション、ドラムス＝クリス
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トファー・ハーディー ピアノ＝フレデリック・ヴィエノ ベース＝ジェフ・カ

リー サックス、フルート、ディジュリドゥ＝アンディ・ベヴァン 

               ダンス：白井さち子、鈴木美奈子、鈴木陽平、田村裕子、松本大樹 コーディネ

ーター：上田 亨 照明プランナー：林 順之 音響：羽生田徳美 

 ＜リゲティを消化しよう！－３人のピアニスト＞ 

 （１）日時 平成 25年 9月 8日（日）15：30 

  （２）会場 サントリーホール ブルーローズ 

  （３）曲目と出演（作曲は全てジェルジ・リゲティ） 

 ピアノ・エチュード第 1巻＝菊池裕介 

ピアノ・エチュード第2巻＝金子三勇士 

ピアノ・エチュード第2巻 第 14A番「終わりの無い柱」＝自動ピアノ 

ピアノ・エチュード第3巻＝泊真美子 

カプリッチョ第 1番＝菊池裕介 

インベンション＝金子三勇士 

カプリッチョ第 2番＝泊真美子 

  ＜演劇とオーケストラが出会うとき＞ 

  （１）日時 平成 25年 9月 10日（火）19：00 

  （２）会場 サントリーホール 大ホール 

  （３）演目 『良い子にご褒美』－俳優とオーケストラのための作品（日本初演） 

        作：トム・ストッパード 音楽：アンドレ・プレヴィン 

        台本翻訳・演出：村田元史 

  （４）出演 指揮＝飯森範親 管弦楽＝東京交響楽団 

        劇団昴 アレクサンドル：鳥畑洋人 イワーノフ：牛山 茂  

サーシャ：堀川恭司* 医者：北川勝博 教師：服部幸子 大佐：三輪 学 

*劇団ひまわり 

       舞台監督：黒木辰男 美術：岡田志乃 照明：森脇清治 音響：藤平美保子 

       衣装：荻野 緑 制作：演劇企画ＪＯＫＯ 

  公演終了後、池辺晋一郎、村田元史、飯森範親 3氏によるアフタートークを行った。 

 

イ. サントリーホール国際作曲シリーズ テーマ作曲家＜細川俊夫＞ 

＜室内楽＞ 

（１）日時 平成 25年 9月 3日（火）19：00 

（２）会場 サントリーホール ブルーローズ 

（３）曲目 細川俊夫：弦楽四重奏曲「原像」 

           書－弦楽四重奏のための 6つの小品 

           開花 

           沈黙の花 
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           遠い声（日本初演） 

（４）出演 ディオティマ弦楽四重奏団 

＜管弦楽＞ 

（１）日時 平成 25年 9月 3日（火）19：00 

（２）会場 サントリーホール 大ホール 

（３）曲目 フランチェスコ・フィリディ：全ての愛の身振り（改訂版初演） 

      細川俊夫：松風のアリア－オペラ『松風』より－（改訂版初演） 

           トランペット協奏曲「霧のなかで」（サントリーホール委嘱・初演） 

      ジェルジ・リゲティ：ミステリーズ・オブ・ザ・マカーブル 

（４）出演 指揮＝準・メルクル ソプラノ・指揮（リゲティ作品）＝バーバラ・ハンニガン 

      トランペット＝ジェロエン・ベルヴェルツ チェロ＝多井智紀 

      管弦楽＝東京フィルハーモニー交響楽団 

 演奏に先立ち、細川俊夫氏（聞き手：柿木伸之）のプレトークを行った。 

 

２．「作曲家の個展２０１３ 権代敦彦」の開催 

  日本人作曲家１人の管弦楽作品をまとめて紹介する個展コンサートの第 33 回。オーケストラ

作品を委嘱した。 

 （１）日時 平成 25年 10月 11日（金）19：00 

 （２）会場 サントリーホール 大ホール 

 （３）曲目 権代敦彦：母 コーラ／マトリックス～オルガンと笙のための作品 107 

            デカセクシス～オーケストラのための 

            子守歌～メゾ・ソプラノ、ピアノ、 

児童合唱とオーケストラのための作品 90 

            デッド・エンド～オルガンとオーケストラのための作品 125 

（委嘱・初演） 

 （４）出演 指揮＝山下一史 オルガン＝近藤 岳 笙＝宮田まゆみ  

メゾ・ソプラノ＝波多野睦美 ピアノ＝向井山朋子 

管弦楽＝東京都交響楽団 

  演奏に先立ち、権代敦彦、向井山朋子、小沼純一 3氏によるプレトークを行った。  

    

３．TRANSMUSIC 音楽のエッセンツィア ～野平一郎を迎えて 

  関西での現代音楽の普及・振興のための取組みの新シリーズ第 4 回。とかく難解で親しみに

くいと言われることが多い現代音楽作品の新しい楽しみ方を提案し、いっそうの普及をはかる

ことを目的とする。 

毎回、テーマ作曲家に室内オーケストラ作品１曲と、その作品と関連深い（エッセンスを抜

き出した、あるいは相似形の）器楽独奏作品１曲を委嘱し、初演する。器楽作品は、高度な演

奏技術を必要としないアマチュアでも演奏可能な作品とし、音楽ファンが実際に演奏出来るよ
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う楽譜を提供する。コンサートは作曲家自身のトーク解説を交えて構成し、作品そのものや作

曲家の音楽世界に、深く、親しんで、楽しんでいただこうという実験的試みである。 

第 4 回のテーマ作曲家は野平一郎氏をとりあげた。また次年度のテーマ作曲家、三輪眞弘氏

の作品も紹介した。 

 

監修＝西村朗氏、関西コンサート企画委員会（伊東信宏、岡田暁生の両氏） 

（１）日時 平成 25 年 11 月 2 日（土）16：00 

（２）会場 いずみホール 

（３）曲目 ドビュッシー：子どもの領分より 

             第 1 曲「グラドゥス・アド・パルナッスム博士」 

             第 6 曲「ゴリウォークのケークウォーク」 

      野平一郎：挑戦への 14 の逸脱 ミディ・ピアノ、8 弦楽器と電子音響のための 

      三輪眞弘：For Bits Counters for eight hands（日本初演） 

      野平一郎：アラベスク第 3 番 アルト・サクソフォンとピアノのための 

          （一人ぼっち）－「網目模様」内包曲（委嘱・初演） 

           網目模様 アルト・サクソフォンと室内管弦楽のための（委嘱・初演） 

（４）出演 指揮・ピアノ＝野平一郎 ピアノ＝碇山典子 エレクトロニクス＝有馬純寿 

サクソフォン＝クロード・ドゥラングル 三輪作品＝AUA カウンターズ 

アンサンブル＝いずみシンフォニエッタ 

 （５）文化庁芸術祭 第 68 回文化庁芸術祭音楽部門に参加し、関西参加公演の部で優秀賞を受賞。  

 

公益目的事業３（顕彰事業） 

 

１．「第４４回サントリー音楽賞」「第１２回佐治敬三賞」（2012 年度）の贈賞 

 第 44回サントリー音楽賞の藤村実穂子氏、第 12回佐治敬三賞の「kuniko plays reich in Kyoto」

と「Sep.5 2012 Thanks to John Cage」への贈賞式を 11 月 25 日（月）11：00 よりサントリーホー

ルブルーローズにて開催し、賞金 700 万円（サントリー音楽賞）、各 100 万円（佐治敬三賞）を贈

呈、また、加藤訓子氏、宮田まゆみ氏による記念演奏が披露された。その後、ANA インターコン

チネンタルホテル東京（東京都港区）にて祝賀パーティーを行った。 

 

２．「第４５回サントリー音楽賞」の選定、贈賞 

ア. 選考過程 

（１）平成 26 年 1 月 13 日（祝）東京丸の内・東京會舘に於いて、選考委員 7 名により第

45 回「サントリー音楽賞」の「候補者選考会」を開催した。 

（２）その結果、平成 25 年にわが国の洋楽の発展に優れた業績をあげた人々として、候補

者を選定した。なお、第 19 回よりノミニーの公表はとりやめることにしており、外

部には一切公表していない。 
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 （３）引き続き 3 月 18 日（火）東京丸の内・東京會舘に於いて、「受賞者選考会」を開催し

た。選考委員 7 名による慎重かつ白熱した審議の結果、第 45 回「サントリー音楽賞」

は鈴木雅明とバッハ・コレギウム・ジャパンに決定した。 

 （４）3 月 26 日（水）に開催された理事会において、正式に第 45 回「サントリー音楽賞」

は鈴木雅明とバッハ・コレギウム・ジャパンに決定した。 

イ．贈賞理由 

  鈴木雅明氏は、自ら創設したバッハ・コレギウム・ジャパン（以下ＢＣＪ）の音楽監督と

して、長年にわたりバロックの声楽作品を中心とする演奏活動を続けてきた。レパートリー

は、ＢＣＪの名前を冠するＪ.Ｓ.バッハの作品のほか、ヘンデルや クーナウ等々、バロッ

クのなかでも広がりと奥行きを見せている。活動は国内外の古楽の音楽祭で、鈴木雅明氏と

ＢＣＪはすでに定番の顔ぶれとなっている。 

バロック演奏の分野で新たな水準を獲得し、また作品の内容をテクスト・音楽ともども深

く掘り下げたその演奏は、ことにバッハ作品において本領を発揮し、世界に並み居る演奏家

たちによる優れた演奏のなかでも特筆すべきものとなっており、国際的に高い評価を得てい

る。日本人演奏家の団体が、古典派以前の作品演奏に関してこうした評価を得たことは過去

に例がなく、その意味でこれはわが国の洋楽演奏史上かつてない偉業であり、同時に音楽史

を越えた文化的な意味でも歴史的な事件とも言える。鈴木雅明氏が 2012 年にバッハゆかり

のライプツィヒから栄誉あるバッハ・メダルを授与されたことも、鈴木雅明氏とＢＣＪの  

活動の優れた評価を裏付けている。 

2013 年 2 月には、1995 年以来時系列を追って継続してきたバッハの「教会カンタータ」

全曲演奏を完結させるとともに、その全集録音も 55 巻のＣＤとして完成させた。それゆえ、

鈴木雅明氏とＢＣＪの活動は過去の実績を踏まえた大きな山場を迎えたと言えるであろう。

いまこそ鈴木雅明氏とＢＣＪの活動を顕彰するに相応しいときを迎えたと思われる。 

ウ．選考委員 岡田暁生、柿沼敏江、片山杜秀、白石美雪、長木誠司、 

         沼野雄司、三宅幸夫 の 7 氏 

エ．賞金  700 万円 

オ．贈賞  平成 26 年 7 月 9 日（水）に開催予定。 

（贈賞式）17：00～ サントリーホール ブルーローズ 

（祝賀会）18：00～ ANA インターコンチネンタルホテル東京 

 

３．「第１３回佐治敬三賞」の選定、贈賞 

 

ア． 選考経過 

 （１）平成 25 年 10 月 1 日～11 月 30 日および平成 26 年 4 月 1 日～5 月 31 日の 2 回の募集

期間に、平成 26 年（上期、下期）に実施される音楽公演についての応募を受け付けた

ところ、41 企画（計 397 公演）についての応募があった。応募公演について選考委員

7 名が分担し公演の視察を行った。 
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（２）平成 26 年 3 月 19 日サントリー美術館 会議室に於いて、第 13 回選考会を開催し、選

考委員 7 名による慎重かつ白熱した審議の結果、第 13 回「佐治敬三賞」受賞公演に、 

  「東京現音計画♯０１～イタリア特集Ⅰ：コンポーザーズセレクション１・杉山洋一」

と「東方綺譚 “Nouvelles Orientales de Marguerite Yourcenar”」が選定された。 

（３）3 月 26 日（水）に開催された理事会において、上記公演を正式に第 12 回「佐治敬三

賞」の受賞公演に決定した。 

イ． 贈賞理由・公演概要 

「東京現音計画♯０１～イタリア特集Ⅰ：コンポーザーズセレクション１・杉山洋一」 

＜贈賞理由＞ 

「東京現音計画」は、日本の現代音楽界の第一線で活躍する 5人の音楽家、有馬純寿（エレク

トロニクス）、大石将紀（サクソフォン）、神田佳子（打楽器）、黒田亜樹（ピアノ）、橋本晋哉

（チューバ）が立ち上げた団体。今回の受賞公演は、その第 1回演奏会にあたり、作曲家・杉

山洋一をゲストに招き、彼の選曲で組み立てられていた。ドナトーニやマデルナの 60～70 年

代の作品を交えながら、ジョルジョ・ネッティやアルド・クレメンティによる近作、さらには   

杉山自身の新作も加えたその選曲は、「イタリア特集」と銘打たれていた。この枠組みと上記

の音楽家たちによる演奏を活かす、という条件を満たす選曲はかなり厳しかったと思われるが、

それでもここには杉山洋一の歴史観と作曲観がよく現れており、清新で明快である。 

またその演奏も非常に水準が高く、現代の日本における同時代作品の演奏について、一つの到

達点を示した、と言って良い。 

ピアノ内部奏法の処理はあれで良かったのか、あるいは各曲についてもう少し丁寧な解説があ

っても良いのではないか、といった点でいくつか意見も出たが、企画の点でも、演奏の点でも、

バランスのとれた公演で、これほど輝きのある演奏会は稀有である、との評価もあり、総体と

しては審査員全員が佐治敬三賞に価すると判断した。同団体が、今後ますます充実した活動を

展開されることを期待する。 

＜公演概要＞ 

名称：東京現音計画♯01～イタリア特集Ⅰ：コンポーザーズセレクション１・杉山洋一 

日時：2013 年 9月 13日（金）19：00 

会場：杉並公会堂小ホール 

曲目：杉山洋一／五重奏（アフリカからの最後のインタヴュー）委嘱初演 

ファンファーレ 

ジョルジョ・ネッティ／最後に、かたわらで（翼の生えた） 

アルド・クレメンティ／コラージュ 2 

ニコラ・サーニ／空間概念 期待 

アルド・クレメンティ／いと高きところに 

ブルーノ・マデルナ／ディアロディーア 

ピエールルイージ・ビッローネ／マニ・モノ 

フランコ・ドナトーニ／四重奏 
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プログラム監修・指揮：杉山洋一 

出演：東京現音計画 

    有馬純寿（エレクトロニクス）、大石将紀（サクソフォン） 

    神田佳子（打楽器）、黒田亜樹（ピアノ）、橋本晋哉（チューバ） 

主催：東京現音計画 

制作：有限会社ナヤ・コレクティブ 

「東方綺譚
とうほうきたん

 “Nouvelles Orientales de Marguerite Yourcenar”」 

＜贈賞理由＞ 

「アンサンブル室町」は、和楽器とバロック楽器の混合編成により空間と時間を超えた芸術表

現を追求する、独創的な理念に立脚したアンサンブルである。10 月 26 日、津田ホールで開催

された「東方綺譚 “Nouvelles Orientales de Marguerite Yourcenar”」と題するコンサート

は、マルグリット・ユルスナールの小説集『東方綺譚』をテーマに、日本とフランスの 4人の

作曲家が世界初演となる新作を寄せるという、意欲的かつ筋の通った企画のもとに行われた。 

日本からは中堅の鈴木純明と若手の北爪裕道を、フランスからは高い実力をもつ作曲家ながら

日本で十分に紹介されてきたとは言えないエディット・ルジェ、ブリューノ・デュコルを指名

した着眼は卓抜で、作品もそれぞれ個性のある、粒ぞろいのものであった。とりわけルジェの

ヴァイオリン協奏曲《風景の秘密》は、招聘された韓国のヴァイオリニスト、ハエ＝スン・カ

ンの際だった演奏を得て、洗練された様式により聴衆を魅了した。惜しまれるのは、デュコル

の《ワンフォ、あるいは夢の色彩》において、日本語とフランス語のナレーションのかみ合わ

せに難があったことである。 

プレトークを担当した岩切正一郎の適切かつ行き届いた情報提供により、コンサートの理念と

創作の方向性がいっそう明確になったことも評価される。和楽器とバロック楽器の響きの親和

性、両者のコラボレーションによる表現の可能性が立証されたことはひとつの発見で、現代音

楽のコンサートとしても国際交流のイベントとしても、斬新にして実り多いコンサートであっ

た。今後の展開への期待もこめて、佐治敬三賞を贈賞する。 

＜公演概要＞ 

名称：東方綺譚 “Nouvelles Orientales de Marguerite Yourcenar” 

日時：2013 年 10月 26日（土）18：30（プレトーク：18：00） 

会場：津田ホール 

曲目：鈴木純明／「ネーレイデスに恋した男」アンサンブルのための 

   エディット・ルジェ／風景の秘密 

北爪裕道／浮世の絵師 

ブリューノ・デュコル／ワンフォ、あるいは夢の色彩 

（全曲、委嘱初演） 

出演：ハエ＝スン・カン（ヴァイオリンソロ） 

ディディエ・ダブロフスキ、萬浪大輔（俳優） 
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   鷹羽弘晃（指揮） 

   アンサンブル室町（演奏）   

   岩切正一郎（プレトーク）、関根敏子（プレトーク司会）  

舞台監督：浜田和孝 

芸術監督：ローラン・テシュネ（アンサンブル室町代表） 

主催：アンサンブル室町 

マネージメント：武智音楽事務所 

ウ．選考委員 礒山雅、伊藤制子、伊東信宏、岡部真一郎、楢崎洋子、 

       松平あかね、水野みか子 の各氏 

エ．賞金 各 100 万円   

オ．贈賞  平成 26 年 7 月 9 日（水）に開催予定。 

（贈賞式）17：00～ サントリーホール ブルーローズ 

（祝賀会）18：00～ ANA インターコンチネンタルホテル東京 

 

４．第２３回「芥川作曲賞」の選考、決定、 贈賞 

  2012 年に初演された新進作曲家の管弦楽作品の中で最も清新かつ豊かな将来性を内包する 

作品を選定する。最終選考は公開の場で行う。 

  運営＝音楽事業運営委員会 

（委員長＝三宅幸夫、委員＝礒山雅、勝田哲司、西村朗、野平一郎、佐々木亮 の各氏） 

ア． 第 1次選考会  

平成 25年 3月 27日（水）に開催し、第 23回芥川作曲賞の選考対象となる日本人 

作曲家の交響管弦楽曲（平成 24年 1月から 12月の間に国内外で初演）を譜面および 

録音によって選考を行い、候補作品を選出した。 

稲森安
やす

太
た

己
き

：リヴァーシ～管弦楽のための戦略 

酒井健治：ヴァイオリンとオーケストラのための協奏曲 

大胡
だ い ご

 恵
けい

：親和性によるグラデイション第 4番 

選考委員は、伊藤弘之、川島素晴、糀場富美子の３氏。 

イ． 第２３回「芥川作曲賞」選考演奏会 

9月 1日（日） 15：00～、サントリーホール サマーフェスティバルの一環として開催。 

第 21回受賞記念委嘱の山内雅弘氏作品を初演したのち、候補作品を演奏し、演奏終了後、

3人の選考委員が公開による選考を行い、第 23回「芥川作曲賞」は、酒井健治氏の「ヴァ

イオリンとオーケストラのための協奏曲」に決定。引き続き行った贈賞式で、賞状と 50

万円を 贈呈した。なお、受賞作曲家には新作を委嘱（委嘱料 100 万円）し、完成後、当

財団主催の演奏会で初演する。 

出演：指揮＝大井剛史 ヴァイオリン＝成田達樹  
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管弦楽=新日本フィルハーモニー交響楽団 

選考会司会＝片山杜秀 

 

公益目的事業４（助成事業） 

 

１．推薦コンサート活動 

ア．  内容 

     毎月 1回、東西で選考会を開き、日本人作曲作品をとりあげたコンサートを推薦。   

推薦されたコンサートは、ホームページ、新聞などで告知し、抽選で読者を招待すること 

により、音楽ファンに日本人作品との出会いを提供。 

    選定＝推薦コンサート選定委員会 

     （東日本 伊藤制子、片山杜秀、原田敬子 の各氏） 

     （西日本 柿沼敏江、大久保賢 の各氏） 

イ．実施 

（１）選考対象コンサート数    1,275 件   （東日本   849 西日本  426）  

（２）推薦したコンサート数     26 件   （東日本   16 西日本   10） 

（３）コンサートへの応募数     7,014 件   （東日本  5,758 西日本 1,256） 

（４）招待した人数          1,068 名    （東日本    618 西日本  450） 

 

．その他の助成 

ア． 活動助成 

（１）音楽文献目録委員会    音楽文献目録出版に対して 

（２）日本作曲家協議会      日本人作曲家の楽譜出版に対して 

イ． 運営助成 

（１） 日本作曲家協議会 

（２） 日本現代音楽協会 

（３） 日本演奏連盟 

 

公益目的事業５（出版事業） 

PDF 版「日本の作曲家の作品」リスト 2011～2012 年版を制作、2 月にウェブで公開した。 

1981 年から隔年刊として日英 2ヶ国語で邦人作曲作品情報を紹介しており、2003～2004 年版か 

ら電子出版とした。財団ウェブサイトから無料ダウンロード閲覧可能。 

 

 

以   上 


