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平 成 ２４ 年 度 事 業 報 告（音 楽） 

 

                                                           自 平成 24年 4月 1日 

                                                   至 平成 25年 3月 31日 

公益目的事業１（コンサート事業） 

 

１１１１．「．「．「．「第第第第４４４４２２２２回音楽賞受賞記念回音楽賞受賞記念回音楽賞受賞記念回音楽賞受賞記念コンサートコンサートコンサートコンサート    渡邊順生渡邊順生渡邊順生渡邊順生」」」」のののの開催開催開催開催    

  （１）日時 平成 24年 7月 17日（火） 19：00開演 

  （２）会場 サントリーホール（大ホール） 

  （３）曲目 モンテヴェルディ：聖母マリアの夕べの祈り 

  （４）出演 指揮・チェンバロ＝渡邊順生 ソプラノ＝セリーヌ・シェーン、鈴木美登里 

テノール＝櫻田亮 バス＝セルジョ・フォレスティ  

合唱＝モンテヴェルディ・アンサンブル 管弦楽＝ザ・バロックバンド 

 

２２２２．「．「．「．「サマーフェスティバル２０１サマーフェスティバル２０１サマーフェスティバル２０１サマーフェスティバル２０１２２２２    ２５２５２５２５周年周年周年周年」」」」のののの開催開催開催開催    

 フェスティバル 25 周年記念特別公演として山田和樹指揮、ラ・フラ・デルス・バウス演出に

よるクセナキス作曲オペラ『オレステイア』、茶道家の千宗屋氏を監修に招いて音楽・美術・舞

踊などを含む総合芸術実験的パフォーマンスであるジョン・ケージ「ミュージサーカス」を、ま

た、「サントリーホール国際作曲委嘱再演特集」、「芥川作曲賞選考演奏会」、を含む計5公演を行

った。 

 * サマーフェスティバル 監修＝コンサート企画委員会（岡部真一郎、白石美雪の両氏） 

   

ア．サマーフェスティバル 25周年記念特別公演 

クセナキス：オペラ『オレステイア』（完全舞台版日本初演） 

ギリシア語上演／日本語字幕付 原作：アイスキュロス 

（１）日時 平成 24年 8月 31日（金） 19：00 

   （２）会場 サントリーホール 大ホール 

  （３）出演 指揮＝山田和樹 演出＝ラ・フラ・デルス・バウス 

        バリトン＝松平敬 打楽器＝池上英樹 合唱＝東京混声合唱団 

        児童合唱＝東京少年少女合唱隊 演奏＝東京シンフォニエッタ 

 

イ．サマーフェスティバル 25周年記念 

  ジョン・ケージ：「ミュージサーカス」  

  （１）日時 平成 24年 8月 26日（日） 14：00～19：00 

   （２）会場 サントリーホール ブルーローズ他 

   （３）テーマ 「即今」 

（４）参加アーティスト 
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井上郷子、大友良英、珠寶、白井剛、杉本博司、千宗屋、野村友里、

宮田まゆみ、三輪眞弘、村治奏一 

監修＝白石美雪、千宗屋、岡部真一郎 

 

ウ. サントリーホール国際作曲委嘱シリーズ 再演特集 ＜細川俊夫セレクション＞ 

  （１）日時：平成24年 8月 27日（月）19：00開演 

  （２）会場：サントリーホール  大ホール 

  （３）曲目：ヤニス・クセナキス：ホロス 

        サルヴァトーレ・シャリーノ：シャドウ・オブ・サウンド～オーケストラのための 

        ヘルムート・ラッヘンマン：書 

  （４）出演：指揮＝秋山和慶 管弦楽＝東京交響楽団 

 

エ. フランコ・ドナトーニ ～生誕 85年記念～ ＜管弦楽作品集＞ 

  （１）日時：平成24年 8月 22日（水）19：00開演 

  （２）会場：サントリーホール  大ホール 

  （３）曲目：全曲フランコ・ドナトーニ作曲・日本初演 

        イン・カウダ（行きはよいよい帰りは怖い）Ⅱ、Ⅲ、エサ、プロム、 

        ブルーノのための二重性 

  （４）出演：指揮＝杉山洋一 管弦楽＝東京フィルハーモニー交響楽団 

 

３３３３．「．「．「．「作曲家作曲家作曲家作曲家のののの個展個展個展個展２０１２０１２０１２０１２２２２    藤倉大藤倉大藤倉大藤倉大」」」」のののの開催開催開催開催    

  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３２回。オーケスト

ラ作品を委嘱初演した。  

   監修＝コンサート企画委員会（岡部真一郎、白石美雪の両氏） 

 

ア. 日時  平成 24年 10月 11日（木）  19：00開演   

イ. 会場  サントリーホール  大ホール 

ウ. 曲目 藤倉大：「トカール・イ・ルチャール」オーケストラのための 

              バスーン協奏曲（委嘱・初演） 

ミラーズ（12人のチェロ奏者版 改定初演） 

アンペール―ピアノとオーケストラのための 

「アトム」オーケストラのための 

エ. 出演  指揮＝下野竜也 バスーン＝パスカル・ガロワ ピアノ＝小川典子 

管弦楽＝東京都交響楽団    

演奏に先立ち藤倉大、パスカル・ガロワ両氏によるプレトークを行った。  
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４４４４．．．．TRANSMUSICTRANSMUSICTRANSMUSICTRANSMUSIC 音楽音楽音楽音楽のエッセンツィアのエッセンツィアのエッセンツィアのエッセンツィア““““現代音楽現代音楽現代音楽現代音楽のののの楽楽楽楽しみしみしみしみ方方方方””””伊左治直伊左治直伊左治直伊左治直をををを迎迎迎迎えてえてえてえて    

  関西での現代音楽の普及・振興のための取組み「TRANSMUSIC」の新シリーズの第３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（ピアノなど）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

が実際に演奏し、作品に直に触れる楽しみも提供する。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

験的取組みである。 

第３回のテーマ作曲家は中川俊郎氏をとりあげた。また次年度のテーマ作曲家、野平一郎

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、岡田暁生の各氏） 

（１） 日時  平成 24年 10月 20日（土）16：00開演 

（２） 会場 いずみホール 

（３） 曲目 伊左治直：墜落舞踏行進曲×墜落舞踏綺想曲（ご当地特別版） 

     伯剌西爾音頭 

    綱渡りの娘、紫の花 

          野平一郎：迷った？ここですよ！～舞台上と舞台裏の 2台のピアノのために 

（委嘱・初演） 

          伊左治直：コモノノクニ物語集・特別編「黒白城の宴」（委嘱・初演） 

                 緑の舟（「南海の始まりへの旅」内包曲）（委嘱・新作） 

               南海の始まりへの旅（委嘱・新作）           

（４） 出演 指揮＝飯森範親  管弦楽＝いずみシンフォニエッタ大阪 

      トーク＝伊左治直、岡田暁生  
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公益目的事業３（顕彰事業） 

 

１１１１．「．「．「．「第第第第４４４４４４４４回回回回サントリーサントリーサントリーサントリー音楽賞音楽賞音楽賞音楽賞」」」」のののの選定選定選定選定    

ア． 選考過程 

（１）平成25年 1月 14日（祝）東京丸の内・東京會舘に於いて、選考委員 8名により第

44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 24 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、個

人 4 名と 2 団体を候補者にノミネートした。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。 

 （３）引き続き3月 12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 8 名による慎重かつ白熱した審議の結果、第 44 回「サントリー音

楽賞」は藤村実穂子氏（メゾ・ソプラノ）に決定した。 

 （４）3月 18日（月）に開催された理事会において、正式に第44回「サントリー音楽賞」

は藤村実穂子氏に決定した。 

イ．贈賞理由 

  2002 年のドイツ・バイロイト音楽祭デビューこのかた、メゾソプラノ藤村実穂子氏の演

奏活動は欧米のクラシック音楽界において欠かせない存在となった。そのつねに安定し

た歌唱、とりわけドイツ語の的確なディクションは、ヨーロッパの批評家も脱帽する域

に達している。藤村氏の演奏活動は当該年度（2012 年）においても、パリ・シャンゼリ

ゼ劇場におけるワーグナー《パルジファル》のクンドリ役（3月）、ロンドン・コヴェン

トガーデン歌劇場における同《神々の黄昏》のヴァルトラウテ役（10月）など、その活

躍はとどまるところを知らない。それに加えて、当該年度の日本における演奏活動では、

とりわけドイツリートにおける成果が目覚ましい。シューベルト、マーラー、ヴォルフ、

Ｒ・シュトラウスの歌曲を取り上げたリサイタル（11月、フィリアホール、紀尾井ホー

ル）もさることながら、マーラー《大地の歌》（11月、いずみホール、室内合奏版）が、

その白眉と言ってよいだろう。〈告別〉の長く尾を引く惜別の念ばかりでなく、〈美につ

いて〉におけるヨーロッパ 19世紀末特有の、過去に向けた（そして同時に未来へと回路

が通じる）長いまなざしの表現は、けだし秀逸であった。またマリス・ヤンソンス指揮

バイエルン放送交響楽団来日公演のベートーヴェン《交響曲第９番》では、高度なアン

サンブル能力をも示している。 上記の理由により、藤村実穂子の演奏活動を讃えて「第

44回（2012年度）サントリー音楽賞」を贈賞する。 

ウ．賞金  ７００万円 

 

２２２２．「．「．「．「第第第第１１１１２２２２回佐治敬三賞回佐治敬三賞回佐治敬三賞回佐治敬三賞」」」」のののの選定選定選定選定    

  意欲的・挑戦的な企画でかつ演奏のすぐれた音楽公演を顕彰するために平成 13 年に創設し

た「佐治敬三賞」の第12回（2012年度）受賞公演は「kuniko plays reich in Kyoto」と「Sep.5 

2012 Thanks to John Cage」に決定した。 
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ア． 選考経過 

 （１）平成23年 10月 1日～11月 30日および平成 24年 4月 1日～5月 31日の 2回の募集

期間に、平成 24 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、58 企画（計 363 公演）についての応募があった。応募公演について予備

選考委員 3 名による選考を行い 11(+2)企画を推薦し、選考委員 8 名が分担し公演の

視察を行った。 

（２）平成 25 年 1 月 14 日（祝）東京丸の内・東京會舘に於いて、選考委員 8 名により第

12 回「佐治敬三賞」の「候補者選考会」を開催した。その結果、3 件を候補にノミ

ネートした。なお、ノミニーの公表は行わないことにしており、外部には一切公表

していない。 

（３）引き続き 3 月 12 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 8名による慎重かつ白熱した審議の結果、第 12回「佐治敬三賞」受

賞公演に、「kuniko plays reich in Kyoto」と「Sep.5 2012 Thanks to John Cage」

が選定された。 

（４）3 月 18 日（月）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 

 「kuniko plays reich in Kyoto」 

これまでも加藤訓子氏は様々な形で現代の音楽を手がけてきたが、本公演は、スティーヴ・

ライヒのカウンターポイント・シリーズに焦点をあてた構成。きわめてすぐれていると考

えられる点が三つある。まず第一は、当然ながらその演奏の精度の高さで、これについて

は多言を要しない。第二は、カウンターポイント・シリーズにおいてカギになる多重録音

部分を、音響デザインの深田晃氏との共同作業によって、類例がないクォリティで再生し

ていたこと。円型に配置されたスピーカーからの立体的な音響は、作曲者に聴かせたいほ

どの鮮やかさであった。そして第三は、本来はエレクトリック・ギターやフルートのため

に作曲された作品をマリンバに移し替える、加藤訓子氏のアレンジとアイディアの鋭さ。

もちろんマリンバは音域の広い楽器ゆえ、ほぼそのまま他楽器の楽譜を演奏することが可

能なのだが、しかし原曲の持つ音色を再現するための細かい工夫によって、全く単調に陥

ることがない。以上の3点、すなわち演奏、音響、編曲の全てにおいて加藤訓子氏の強い意

志が感じられる演奏会であり、佐治敬三賞にふさわしい成果とみなすものである。 

＜公演概要＞ 

名称：音楽と市民の広場40 Music Room vol.10 

「kuniko plays reich in Kyoto」 

日時：2012年3月18日（日）15：00 

会場：京都芸術センター 講堂 

曲目：グルジアンソング（加藤訓子編） 

        ヤニス・クセナキス：ルボン〔a,b〕 

スティーヴ・ライヒ：エレクトリック・カウンターポイント（加藤訓子編） 

ヴァーモント・カウンターポイント（加藤訓子編） 

        アルメニアソング（加藤訓子編） 
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        スティーヴ・ライヒ：シックスマリンバ・カウンターポイント（加藤訓子編） 

ハイウェル・ディヴィス：パール・グラウンド 

構成・出演：加藤訓子 

音響空間デザイン：深田晃 

アフタートークゲスト：山中透（作曲家、プロデューサー、ＤＪ） 

主催：京都芸術センター 

 

「Sep.5 2012 Thanks to John Cage」 

     ひたすら笙の独奏に耳を傾けた2時間10分あまり、あの時、あの空間で生じたことを言葉に

するのは一筋縄ではいかない。単音、重音、和音が不意に鳴っては不意に消え、何気なく

続いたり、何気なくとぎれたり。これと言って規則性もなく、躍動感を生み出すこともな

ければ緊張感を強いることもなく、淡々と、大きな変化のない時間が流れていく。西洋音

楽の常道的な聴き方からすると、これがはたして音楽なのかとも思える散発的な音現象だ

が、その中に身を置くことがまさしくジョン・ケージの求めた音楽体験だと言える。 

     宮田まゆみ氏がケージの生誕100年を記念して、誕生日の晩に企画したOne

9

の全曲再演は、

ケージというユニークな作曲家の創意をみごとに体現していた。時間に添って水平に流れ

る音響の連続体とは異質の、断片的な音響を放っていく作業は決して簡単なことではない。

音の緩急や強弱による劇的な演出を身につけてきた演奏家にとって、根本的な発想転換を

強いるからだ。しかし、宮田氏の演奏はあまりにも自然で、その葛藤が感じられない。そ

れは個人的な資質というより、雅楽のなかで笙が伝統的に果たしてきた役割とも関わってい

るのかもしれない。 

     ケージは最晩年、宮田氏と出会って初めて笙の作品を手がけたのだが、One

9

はまさに創作の

プロセスから初演まで彼女の力があったからこそ、可能になった作品である。その全曲再演

という困難な企画を実現し、素直な解釈を示すことによって、ケージの音楽へと多くの聴衆

を巻き込んだ力量を高く評価したい。 

＜公演概要＞ 

名称：ジョン･ケージ生誕100年没後20年 

Sep.5 2012 Thanks to John Cage complete One

9

 

日時：2012年 9月 5日（水）19：00 

会場：サントリーホール ブルーローズ 

曲目：ジョン・ケージ One

9  

全曲 

笙独奏：宮田まゆみ 

主催：株式会社AMATI 
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３３３３．「．「．「．「第第第第１１１１１１１１回佐治敬三賞回佐治敬三賞回佐治敬三賞回佐治敬三賞」（」（」（」（2011201120112011年度年度年度年度））））のののの贈賞贈賞贈賞贈賞    

  受賞２公演「林千恵子メゾソプラノ・リサイタル『アペルギス＆グロボカール』」と「児玉桃

ピアノ・ファンタジーvol.1」への贈賞式は2012年7月12日11:30よりアークヒルズクラブ（東京

都港区）にて開催し、賞金各100万円を贈呈、また林千恵子氏、児玉桃氏による記念演奏が披露

された。 

 

４４４４．．．．第第第第２２２２２２２２回回回回「「「「芥川作曲賞芥川作曲賞芥川作曲賞芥川作曲賞」」」」のののの選考選考選考選考、、、、決定決定決定決定、、、、    贈賞贈賞贈賞贈賞    

  2011 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。最終選考は公開の場で行った。 

  第 1次選考会  

平成 24年 3月 22日（木）に ANAインターコンチネンタル東京にて開催し、第 22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23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４曲を選定。 

ア． 第２２回「芥川作曲賞」選考演奏会 

（１）日時 平成 24 年 8 月 26 日（日） 15:00 開演 

（２）会場 サントリーホール 大ホール 

（３）曲目  

  第 20回受賞記念委嘱作品  

山根明季子／ハラキリ乙女 ～琵琶とオーケストラのための～ 

候補作品  塚本瑛子／一瞬の内に オーケストラのための 

新井健歩／鬩ぎ合う先に ～オーケストラのための～ 

阿部俊祐／イル 

大場陽子／誕生 

（４）出演 指揮＝大井剛史  琵琶＝西原鶴真  

管弦楽＝新日本フィルハーモニー交響楽団 

第 20 回受賞者山根明季子氏への記念委嘱作品が世界初演された後、候補4作品を演奏、 

選考委員による公開討議（司会＝片山杜秀氏）を 

行い、新井健歩の「鬩ぎ合う先に ～オーケストラのための～」が選ばれた。賞状・賞金 

（50 万円）の贈呈と併せ、新しい管弦楽作品を作曲委嘱(委嘱料 100 万円)した。 

 

５５５５．．．．第第第第２２２２３３３３回回回回「「「「芥川作曲賞芥川作曲賞芥川作曲賞芥川作曲賞」」」」のののの第第第第１１１１次選考次選考次選考次選考    

  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。最終選考は9月 1日（日）にサントリーホールで開催する予定。 

ア． 第 1次選考会  

平成 25年 3月 27日（水）に ANAインターコンチネンタル東京にて開催し、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3曲を選定。 

稲森安

やす

太

た

己

き

：リヴァーシ～管弦楽のための戦略 



8 

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 

 

 

公益目的事業４（助成事業） 

 

１１１１．．．．推薦推薦推薦推薦コンサートコンサートコンサートコンサート活動活動活動活動    

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 

イ．実施 

（１）選考対象コンサート数数   1,150件   （東日本   771 西日本  379）  

（２）推薦したコンサート数     31件   （東日本   17 西日本   14） 

（３）コンサートへの応募数     9,412件   （東日本  6,278 西日本 3,134） 

（４）招待した人数          1,280名    （東日本    720 西日本  560） 

 

２２２２．．．．そのそのそのその他他他他のののの助成助成助成助成    

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 

（３）MUSIC FROM JAPAN     公演に対して 

イ． 運営助成 

（１） 日本演奏連盟 

（２） 日本現代音楽協会 

（３） 日本作曲家協議会 

 

 

以   上 


