
平 成 ２７ 年 度 事 業 報 告（音 楽） 

 

                                                           自 平成 27年 4月 1日 

至 平成 28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２０１５」の開催 

毎年１人の総合プロデューサーが監修する方式「ザ・プロデューサー・シリーズ」の第 3年を

開催した。本年は長木誠司氏を起用し、ヨーロッパ前衛音楽シーンの光と影、シュトックハウゼ

ン｢シュティムング｣とツィンマーマン｢レクイエム｣の演奏を 8月 23日（日）、29日（土）に行っ

た。細川俊夫氏監修の「サントリーホール国際作曲委嘱シリーズ」はテーマ作曲家にハインツ・

ホリガー氏を迎え 22 日（土）・27 日（木）に、「第 25 回芥川作曲賞選考演奏会」を 30 日（日）

に、「TRANSMUSIC音楽のエッセンツィア」を26日（水）に併せて開催した。 

 

２．「TRANSMUSIC音楽のエッセンツィア」の開催 

  2010 年から 2014 年までの 5 年間、大阪・いずみホールで開催されたシリーズ「TRANSMUSIC

音楽のエッセンツィア“現代音楽の楽しみ方”」の委嘱作品 5 曲を東京初演する特別公演をサ

マーフェスティバルの期間中の 8 月 26 日（水）に開催した。5 つの内包曲（独立した小品とし

てアマチュアのかたでも単一楽器で演奏可能な楽曲の1部分）もプレコンサートとして演奏し、

また自宅でも演奏いただけるようその楽譜をプレゼントした。 

    

３．「作曲家の個展２０１５ 原田敬子」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35回を 10月 27日（火）

に開催。原田敬子氏への委嘱作品を初演したほか、近作を演奏した。同シリーズ初めて学生オー

ケストラ（桐朋学園大学）に出演いただき、日本人の現代作品の演奏に本格的に取り組んでもら

った。  

 

４．「第４５回音楽賞受賞記念コンサート 鈴木雅明とバッハ･コレギウム・ジャパン」の開催 

  第 45回（2013年度）サントリー音楽賞受賞者、鈴木雅明氏とバッハ･コレギウム・ジャパンの受

賞記念公演を平成 27 年 7 月 28 日（火）、J.S.バッハの命日に「ロ短調ミサ」を鈴木雅明の指揮、

バッハ･コレギウム･ジャパンの合唱・演奏で開催した。 

 

公益目的事業３（顕彰事業） 

 

１．「第４６回サントリー音楽賞」「第１４回佐治敬三賞」（2014年度）の贈賞 

  第 46 回サントリー音楽賞の広上淳一と京都市交響楽団、第 14 回佐治敬三賞の「鈴木俊哉 リ



コーダー リサイタル《細川俊夫ポートレイト》」と「ニンフェアール第10回公演 東洋と西洋の弦」

への贈賞式を7月 1日（水）17：00よりホテルグランドパレス（東京都千代田区）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。佐治敬三賞受賞 2 公演から

それぞれによる記念演奏が披露された。引き続き、祝賀パーティーを行った。 

 

２．「第４７回サントリー音楽賞」の選定 

ア. 選考過程 

（１）平成 28 年 1 月 11 日（祝）ANA インターコンチネンタルホテル東京（東京都港区）に

於いて、選考委員 7 名により第 47 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 27 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。 

 （３）引き続き 3月 10日（木）ホテルニューオータニ東京（東京都千代田区）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 47

回「サントリー音楽賞」は、トッパンホールに決定した。 

 （４）3 月 14 日（月）に開催された理事会において、正式に第 47 回「サントリー音楽賞」

は、｢｢｢｢トッパンホールトッパンホールトッパンホールトッパンホール｣｣｣｣に決定した。 

イ．贈賞理由 

  トッパンホールは2000年 10月、凸版印刷株式会社の創業100年を機に設立され、昨年の

秋に開館 15 周年を迎えた。客席数 408 の親密な空間と優れた音響特性を有する日本有数の

室内楽ホールだが、それに加えて、このたびは 1 シーズンに 30 回を超える主催公演が高く

評価された。ハーゲン・クァルテットによるモーツァルト・ツィクルス（10月 1～4日）、ピ

アノのピーター・ゼルキン（10 月 5 日）、ヴァイオリンのジュリアーノ・カルミニョーラと

ヴェニス・バロック・オーケストラ（10 月 23 日）、1887 年製ニューヨーク・スタインウェ

イを用いた「アンドレアス・シュタイアー プロジェクト 9」（12月 8日）など、2015年の記

念公演には質量ともに目覚ましいものがあった。 

またクラリネットのアンドレアス・オッテンザマー（2月 26日）、ヴァイオリンのレジス・

パスキエ（3 月 24 日）、ピアノのジャン＝クロード・ペヌティエ（5 月 8 日）など、作品の

知名度にとらわれない積極的なプログラミングを推進してきた功績は大きい。 

「エスポワール」や「日下紗矢子 ヴァイオリンの地平」など、日本の若手の発掘や育成

を目指したシリーズ企画も充実していた。 

同ホールの主催公演で特筆に値するのが「歌曲の森～詩と音楽」のシリーズである。これ

までマーク・パドモア、イアン・ボストリッジ、クリスティアン・ゲルハーヘル、ナタリー・

シュトゥッツマンなどによってピアノ伴奏つき歌曲の真髄が披露されてきたが、2015年度は

テノールのクリストフ・プレガルディエンとピアノのミヒャエル・ゲースによるリーダー・

アーベント（5 月 13 日、15 日）がこれに続いた。リートという地味なジャンルで、これだ



けの企画を実現させ、しかも聴衆の幅広い支持を獲得していることは驚嘆に値すると言えよ

う。 

ウ．賞金   700万円 

エ．贈賞   平成 28年 7月 20日（水）に開催予定。 

（贈賞式）16：00～ サントリーホール ブルーローズ 

（祝賀会）17：00～ ANAインターコンチネンタルホテル東京 

 

３．「第１５回佐治敬三賞」の選定 

ア．選考経過 

（１）平成26年 10月 1日～11月 30日および平成27年 4月 1日～5月 31日の 2回の募集期間

に、平成27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、

39企画（計66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。 

（２）平成 28 年 2 月 15 日（月）ホテルニューオータニ東京（東京都千代田区）に於いて、第

15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 15回「佐治

敬三賞」受賞公演に、「「「「トム・ジョンソントム・ジョンソントム・ジョンソントム・ジョンソン《《《《4444 音音音音オペラオペラオペラオペラ》」》」》」》」と「「「「DUODUODUODUO うたほぎリサイタルうたほぎリサイタルうたほぎリサイタルうたほぎリサイタル 2015201520152015

――――春夏秋冬春夏秋冬春夏秋冬春夏秋冬――――」」」」が選定された。 

（３）3月 14日（月）に開催された理事会において、上記公演を正式に第15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 

「「「「トム・ジョンソントム・ジョンソントム・ジョンソントム・ジョンソン《《《《4444 音音音音オペラオペラオペラオペラ》」》」》」》」    

＜贈賞理由＞ 

アメリカの作曲家トム・ジョンソンの実験的な作品「4音オペラ」を中心においた本公演は、

主に以下の二つの点で注目すべき成果を挙げた。 

第一に、きわめて興味深い作品を初めて日本に紹介したこと。4 人の歌手（ただし、途中で

一か所だけ5人目が乱入するシーンがある）と1人のピアニストという極小の編成ながら、全

体は合唱、アリア、レシタティーヴォ、二重唱などが続く28場からなり、「オペラ」としての

フォーマルな形式を保っている点がまずは面白い。そしてさらに重要なのは自己言及的なテク

ストのあり方で、歌手の声によってオペラの進行が逐一言語化されてゆく様子は、アイロニー

とユーモアに満ちており秀逸だった。また、たった 4 つの音から長 2 度、短 3 度、完全 4 度、

完全 5度等を様々な形で導き、幅広い旋律と伴奏のヴァリエーションを達成したのも驚くべき

アイディアといえる。 

そして第二に、恵川智美によるすぐれた演出。恵川は狭い舞台を巧みに使い、4 人の歌手の

キャラクターを際立たせる過程において非凡な手腕を見せた。とりわけラストで 4人が動きを

封じられてゆくシーンの完成度は忘れがたい。この演出だからこそ、歌唱陣の演技力と歌唱力

が十分に生かされることになったものと思われる。さらには福永綾子の訳詞もきわめて分かり

やすく、作品の理解を助けた。 



選考会では、導入部という意図は分かるもののプログラム前半がやや精彩を欠いた点、歌唱

の一部における技術的な不調などについて指摘があったものの、その実験精神を鑑みた時に、

本公演はまさに佐治敬三賞にふさわしいすぐれた成果であるという点で意見の一致をみた。 

＜公演概要＞ 

名称：トム・ジョンソン《4音オペラ》日本語版世界初演 

○東京公演 

日時：2015年 3月 25日（水）19：00 

会場：杉並公会堂 小ホール 

○愛知公演 

日時：1015年 3月 28日（土）14：00 

会場：愛知県芸術劇場 小ホール 

曲目＆出演： 

トム・ジョンソン／ドア（1978）日本初演／原語上演 

西本真子（ソプラノ）、加賀ひとみ（メゾ・ソプラノ）、藤田朗子（ピアノ） 

トム・ジョンソン／七つまで数える～日本語（2012）日本初演 

布施雅也、大山大輔（声ほか） 

足立智美／三音ぽんがく（2014）委嘱世界初演 

  西本真子（ソプラノ）、加賀ひとみ（メゾ・ソプラノ） 

  布施雅也（テノール）、大山大輔（バリトン）、藤田朗子（ピアノ） 

トム・ジョンソン／4音オペラ（1972）日本語版世界初演 

西本真子（ソプラノ）、加賀ひとみ（コントラルト）、布施雅也（テノール）、 

大山大輔（バリトン）、志村文彦（バス）、藤田朗子（ピアノ） 

演出：恵川智美（ドア、4音オペラ） 

翻訳（4音オペラ）：福永綾子 

プロデュース・制作：福永綾子（ナヤ・コレクティブ）、藤井明子（愛知県芸術劇場） 

主催：ナヤ・コレクティブ（東京公演） 

愛知県芸術劇場（公益財団法人愛知県文化振興事業団）（愛知公演） 

協力：Editions 75、一般社団法人もんてん 

 

「「「「DUODUODUODUO うたほぎリサイタルうたほぎリサイタルうたほぎリサイタルうたほぎリサイタル 2015201520152015――――春夏秋冬春夏秋冬春夏秋冬春夏秋冬――――」」」」    

＜贈賞理由＞ 

吉川真澄と佐藤紀雄による「DUO うたほぎ」のリサイタル「春夏秋冬」は、対象と誠実に向

かい合う姿勢がすみずみに至るまで感じられる、潤いに満たされたコンサートであった。軸に

なったのは、平野一郎の近作、女声独唱のための《春の歌》《夏の歌》《秋の歌》《冬の歌》で、

このうち《冬の歌》が初演。これらの作品は、季節の自然に満ちる声音を特殊発声やボディ・

ランゲージをも用いる無伴奏声楽曲としたものであるが、どの曲も原初への独創的な探究を踏

まえており、太古の霊的な響きがいま呼び覚まされるような趣がある。吉川はその襞に深く入



りこみ、巫女のようなひたむきさでその霊性を表現して、会場を一種宗教的な感動に包んだ。

曲によってはよりたくましい解釈もありうるだろうが、全体が美しさをもってまとめられたの

は特筆される。 

佐藤は武満、バスケス、ヘンツェ、間宮の作品を演奏し、1 台のギターからアンサンブル顔

負けの多彩な表現力を引き出して、貫禄を示した。4つの平野作品をギター曲、イタリア歌曲、

ドイツ歌曲をはさんでつないでゆく流れはよく考えられており、最後をダウランドの《来たれ、

深い眠りよ》で締めくくる効果も卓抜であった。歌とギターとのコラボレーションが入念に行

われ、ピアノ伴奏では得られない世界が開かれていたことも高く評価したい。外国語がセンテ

ンスとして伝えられるようには彫塑されておらず、平坦な「歌詞」のように聞こえたこと、そ

れもあって歴史をさかのぼる歌曲に掘り下げが不足したことは今後の課題として指摘してお

きたいが、佐治敬三賞にふさわしい、まれに見る秀逸なコンサートであった。 

＜公演概要＞ 

名称：DUOうたほぎリサイタル 2015－春夏秋冬－ 

○東京公演 

日時：2015年 12月 17日（木）19：00 

会場：東京オペラシティ 近江楽堂 

○京都公演 

日時：2015年 12月 12日（水・祝）16：00 

会場：青山音楽記念館 バロックザール 

 

曲目：武満 徹／「ギターのための１２の歌」より 早春賦 

   平野一郎／春の歌～女声独唱の為の～ 

フランチェスコ・パオロ・トスティ／四月 

ステファノ・ドナウディ／どうか吹いておくれ 

   ジョアキーノ・ロッシーニ／フィレンツェの花売り娘 

    武満 徹／「ギターのための12の歌」より ロンドンデリーの歌 

     武満 徹／「ギターのための12の歌」より サマータイム 

     平野一郎／夏の歌～女声独唱の為の～ 

     平野一郎／秋の歌～女声独唱の為の～ 

     エベルト・バスケス／落葉の時間 

     ハンス・ヴェルナー・ヘンツェ／「ヘルダーリンの三つの断章」より 

                     明るい青空に 

   ハンス・ヴェルナー・ヘンツェ／「三つのテントス」より トランクィラメンテ 

   フランツ・シューベルト／「ミニヨンの歌」より  

そのままの姿でいさせてください 

   間宮芳生／「三つの聖詞」より アレグレット・トランクィロ 

   平野一郎／冬の歌～女声独唱の為の～（初演） 



   ジョン・ダウランド／来たれ、深い眠りよ 

主催・企画・構成・出演：DUOうたほぎ 吉川真澄（ソプラノ）、佐藤紀雄（ギター） 

協力：平野一郎 

ウ．賞金    各 100万円   

エ．贈賞    平成 28年 7月 20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２５回「芥川作曲賞」の選考、決定、 贈賞 

  2014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。最終選考はサマーフェスティバル2015の一環として、公開の場で行った。 

  

第２５回「芥川作曲賞」選考演奏会 

8月 30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 23回受賞記念委嘱の酒井健治氏作品を初演したのち、候補作品を演奏した。 

演奏終了後、3人の選考委員が公開による選考を行って、1曲を選定し、第25回「芥川作

曲賞」（50万円）を    坂東坂東坂東坂東祐大氏祐大氏祐大氏祐大氏のののの「「「「ダミエダミエダミエダミエ＆＆＆＆ミスマッチミスマッチミスマッチミスマッチ J.H:SJ.H:SJ.H:SJ.H:S」」」」に決定、贈賞した。 

選考委員は、池辺晋一郎、山根明季子、山本裕之の 3氏。選考会司会は柿沼敏江氏。 

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。 

 

公益目的事業４（助成事業） 

 

１．推薦コンサート活動 

     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。 

   本年度は27公演、計 996名の音楽ファンを招待、日本人作品との出会いを提供した。 

 

２.楽器貸与事業 

世界的文化遺産である弦楽器名器を保全し次世代に継承するとともに、若手音楽家の育成、

クラシック音楽の発展に貢献することを目的に、毎日新聞社主催の全日本学生音楽コンクール 

ヴァイオリン部門と提携して、｢サントリー芸術財団名器特別賞」を設定している。 

 2 回目となる本年度は、横浜みなとみらいホールにて実施された同コンクール、中学校の部

（11月 29日）、高校の部（11月 30日）にて、選定委員が受賞者および推奨ヴァイオリンを選

定し、３年間の無償貸与を実施した。 

【第 2回サントリー名器特別賞受賞者および貸与楽器】 

     島方島方島方島方    瞭瞭瞭瞭    （（（（GENNARO GENNARO GENNARO GENNARO GAGLIANO  GAGLIANO  GAGLIANO  GAGLIANO  1774177417741774 年年年年））））    



 

３．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） 

「日本の作曲家の作品」リスト２０１３～２０１４年版を制作した。 

1981年刊行、隔年発行。日英２ヶ国語で邦人作曲作品情報を紹介。2003～2004 年版から 

PDFファイル電子出版し、財団ウェブサイトから無料ダウンロード閲覧可能である。 

 

 

以   上 


