2019 年度
第 32 回ミュージック・ペンクラブ音楽賞決定！！
《クラシック》
１．独奏・独唱部門

河村尚子（ピアノ）

２．室内楽・合唱部門

東響コーラス

３．オペラ・オーケストラ部門 ジョナサン・ノット指揮 / 東京交響楽団
４．現代音楽部門

名古屋フィルハーモニー交響楽団

５．研究・評論部門

松平敬著「シュトックハウゼンのすべて」
（アルテスパブリッシング）

６．功労賞

佐伯茂樹（古楽器演奏家、音楽評論家）

《ポピュラー》
１．最優秀作品部門

氷川きよし「限界突破 X サバイバー」

２．イベント企画部門

大田区文化振興協会主催公演 下丸子 JAZZ 倶楽部

３．新人部門

King Gnu

４．著作出版物部門

ロバート キャンベル著「井上陽水英訳詞集」（講談社）

５．功労賞

秋吉敏子＆ルー・タバキン

《オーディオ》
１．技術開発部門

サエク WE-4700（トーンアーム）

２．優秀録音作品部門

バッティストーニ指揮 / 東京フィルハーモニー交響楽団
上野耕平、山中淳史、石若駿
「ベートーヴェン：交響曲第 5 番「運命」/ 吉松隆：サイバーバード協奏曲」

(コロムビア COCQ-85466)
３. 著作出版物部門

永瀬宗重著『暗い低音は好きじゃない！
～ダブルウーファーズ会長のオーディオ 探求～』
(2019 年 12 月 11 日、CD ジャーナル社)

４．功労賞

前園俊彦（株式会社前園サウンドラボ名誉会長）
授賞式
2020 年 4 月 22 日(水)14:00－17:00
文京シビックセンター・スカイホール
〒112-8555 東京都文京区春日１丁目１６−２１ 電話：03-5803-1100

2019 年度ミュージック・ペンクラブ音楽賞に関するお問い合わせは下記までお願いします。
一般社団法人ミュージック・ペンクラブ・ジャパン http://www.musicpenclub.com
〒101－0054 千代田区神田錦町 3－7－2 東京堂錦町ビル７F
MPCJ 事務局 080-8051-6652 ／ mail1@musicpenclub.co

2019 年 第 32 回ミュージック・ペンクラブ音楽賞授賞者一覧
Comments & Profile
ミュージック・ペンクラブ音楽賞とは、少数の選考委員が選ぶ従来型の賞とは異なり、ミュージック・ペンクラブ・ジャパン約 160 名
の全会員による自主投票によって選定されます。授賞対象は、基本的に、日本でその年に公開または発表された音楽界の全プロダクツや
イベントです。それは録音録画の形で発売されたものの他、公演、著作、技術開発を含みます。選考基準は、当会の「クラシック」「ポ
ピュラー」「オーディオ」の分野ごとに設けられ、各分野で授賞対象者・団体をノミネートし、最終的に全会員の分野を超えた投票によ
って決定されます。

≪クラシック≫
独奏・独唱部門賞
河村尚子 Hisako Kawamura（ピアノ）
河村尚子は、幼少期からドイツで育ち、クララ・ハ
スキル国際コンクールで優勝するなど、ヨーロッパ
の名だたるコンクールで多数の受賞歴があり、リサ
イタル、協奏曲、室内楽と国内外で幅広い演奏活動
を積み重ねているピアニストである。レパートリー
も多彩だが、近年、ドイツ・エッセンのフォルクヴ
ァング芸術大学教授、東京音楽大学特任講師として
教育活動も始めたことを契機に企画した全 4 回の
（C）Marco Borggreve

ベートーヴェンのソナタ・シリーズも好評のうちに
完了した。
2019 年 4 月 20 日、NHK 交響楽団第 1910

回定期演奏会では、山田和樹の指揮で矢代秋雄の《ピアノ協奏曲》を弾いたが、これが出色の名演だっ
た。鮮烈なリズムの処理、個性的な音型の表情付と圧倒的な構築、そしてなによりも 21 世紀の現代に生
きるひとりの音楽家として、彼自身優れたピアニストでもあった矢代秋雄が未来に投げかけた問いに、
真っ向から答えている姿勢が印象的だった。このような創造的姿勢こそがおそらく矢代が求めていたこ
とであり、河村のさらなる発展を約束するものと感じた。本賞に推薦する理由である。（樋口隆一）
プロフィール 河村尚子

ハノーファー国立音楽芸術大学在学中、ミュンヘン国際コンクール第 2 位、さらにクララ・ハスキル国際コンク
ールで優勝。ドイツを拠点に、リサイタルのほか、ウィーン響、バイエルン放送響、チューリヒ・トーンハレ管な
どのソリストに迎えられ、室内楽でも、C.ハーゲン（チェロ）とのデュオで知られるほか、M.ホルヌング（チェロ）、
R.オルテガ・ケロ（オーボエ）等とカーネギーホール、ウィグモアホールで演奏。日本では P.ヤルヴィ指揮
NHK 響など国内主要オーケストラと共演を重ねる傍ら、ルイージ指揮ウィーン響、ヤノフスキ指揮ベルリン放
送響、ビエロフラーヴェク指揮チェコ・フィル等の日本ツアーに参加。さらに、準メルクル、インバル、ラザレフ、
テミルカーノフ他多くの指揮者から度々再演の指名を受けている。
文化庁芸術選奨文部科学大臣新人賞、新日鉄音楽賞、出光音楽賞、日本ショパン協会賞、井植文化賞、
ホテル・オークラ賞を受賞。主な CD に「ショパン：ピアノ・ソナタ第 3 番&シューマン:フモレスケ」「ラフマニノフ:
ピアノ協奏曲第 2 番&チェロ・ソナタ」「ショパン:24 の前奏曲&幻想ポロネーズ」、「月光」「悲愴」を含む待望の
ベートーヴェンの CD を 2019 年 4 月にリリースし、続けて 10 月にはベートーヴェンの「熱情」等を収めた
最新譜が発売された。
（RCA Red Seal）。現在、ドイツ・エッセンのフォルクヴァング芸術大学教授。

室内楽・合唱部門賞
東響コーラス Tokyo
Symphony Chorus
東響コーラスは、1987 年、当
時の楽団長金山茂人の発案で、
「東京交響楽団と一体の演奏
をし、質の高い合唱付きオー
ケストラ曲のコンサートを提
供する」ことを目的とし、東
京交響楽団専属のアマチュア
混声合唱団として創立された。
公演毎に出演者決定オーディ
ションを実施すること、演奏
曲ごとに適した指導者を起用
（C）T.Tairadate /TSO

すること、団費、入会金、チ

ケットノルマ無し、そしてほとんどの曲を暗譜で演奏することが運営の特色である。オーケストラがこ
のように質の高い専属合唱団を有することは、指揮者にとって望ましいことであり、桂冠指揮者秋山和
慶によるシェーンベルクの歌劇《モーゼとアロン》の邦人初演（1994 年）
、オラトリオ《ヤコブの梯子》
の日本初演（1997 年）などの意欲的なプログラミングを可能とした。2019 年 10 月、ミューザ川崎シン
フォニーホール開館 15 周年記念公演は音楽監督ジョナサン・ノット指揮によるシェーンベルクの《グレ
の歌》で大成功を収めたが、この難曲をすでに複数回上演してきた歴史そのものも特筆に値し、本賞の
授賞にふさわしい。
（樋口隆一）
プロフィール 東響コーラス
東京交響楽団専属のアマチュア混声合唱団として 1987 年に創立。指導には、演奏する楽曲の背景や歌詞
に使用されている言語に精通した合唱指揮者、発声指導者、伴奏ピアニスト、言語指導者を招いている。
公演毎に出演者を決定するオーディションを行うことで、常に演奏の質を高めている。

オペラ・オーケストラ部門賞
ジョナサン・ノット指揮 / 東京交響楽団
Jonathan Nott / TOKYO SYMPHONY ORCHESTRA
東京交響楽団と音楽監督ジ ョナサン・ノットとのコンビは、2014 年 9 月以
来、6 シーズン目を迎えている。アンサンブルの精度、澄明な響きなど演奏
水準の向上と安定に加えて、意欲的で刺激的、そしてツボを抑えた選曲と構
成により、発見と感激をもたらすコンサートを、いくつも実現している。

リゲティなどの 20 世紀作品を、19 世紀の人気
曲や 17 世紀の古い音楽と巧みに組みあわせて
新鮮な驚きをもたらす一方、エルガーの《ゲロ
ンティアスの夢》やシェーンベルクの《グレの
歌》のような合唱つきの大曲、モーツァルトの
オペラなどでも見事な成果をあげた。ラフマニ
ノフの交響曲第 2 番の超絶的名演も忘れがた
い。これからもさらなる躍進と深化に期待する。
（山崎浩太郎）

（C）T.Tairadate/TSO

プロフィール ジョナサン・ノット
東京交響楽団 音楽監督。イギリス生まれ。フ

ランクフルトとヴィースバーデンの歌劇場で指揮者としてのキャリアをスタートし、ルツェルン交
響楽団首席指揮者兼ルツェルン劇場音楽監督、アンサンブル･アンテルコンタンポラン音楽監督、バ
ンベルク交響楽団首席指揮者を経て、2014 年度より東京交響楽団第 3 代音楽監督。2017 年からは
スイス・ロマンド管弦楽団の音楽監督も務めている。その抜群のプログラミング・センスに加え、
古典から現代曲まで幅広いレパートリーを誇り、ベルリン･フィル、ウィーン・フィル、コンセルト
ヘボウ管、シカゴ響等のオーケストラ、ザルツブルク音楽祭、ルツェルン音楽祭、BBC プロムス等
の音楽祭へ客演している。
レコーディング活動においても多彩な才能を発揮しており、ウィーン・フィルやベルリンフィルと
の録音のほか、東京交響楽団とはオクタヴィアレコードより 6 つの CD をリリースしている。中で
も、
『マーラー：交響曲第 10 番＆ブルックナー：交響曲第 9 番』が 2018 年第 31 回「ミュージッ
ク・ペンクラブ音楽賞」
（優秀録音作品賞／オーディオ部門）を受賞した。
プロフィール 東京交響楽団
1946 年、東宝交響楽団として創立。1951 年に東京交響楽団に改称し、現在に至る。現代音楽の初演
などにより、文部大臣賞、毎日芸術賞、文化庁芸術作品賞、サントリー音楽賞、川崎市文化賞等を
受賞。サントリーホール、ミューザ川崎シンフォニーホール、東京オペラシティコンサートホール
で主催公演を行うほか、川崎市、新潟市、八王子市などの行政と提携し、コンサートやアウトリー
チを積極的に展開、教育プログラム「こども定期演奏会」「0 歳からのオーケストラ」も注目されて
いる。また、新国立劇場のレギュラーオーケストラとして毎年オペラ・バレエ公演を担当。海外公
演もウィーン楽友協会をはじめ 58 都市 78 公演を行う。さらに「VR オーケストラ」や「LINE チケ
ッ ト 」 の 導 入 、 日 本 のオ ー ケ ス ト ラ と し て 初の 音 楽 ・ 動 画 配 信 サ ービ ス 『 TSO MUSIC&VIDEO
SUBSCRIPTION』をスタートするなど IT への取組みも業界をリードしている。音楽監督にジョナサ
ン・ノット、正指揮者に飯森範親、桂冠指揮者に秋山和慶、ユベール・スダーン、名誉客演指揮者
に大友直人を擁する。

現代音楽部門賞
名古屋フィルハーモニー交響
楽 団 Nagoya Philharmonic
Orchestra（コンポーザー・イン・レ
ジデンスの成果に対して）
アメリカのオーケストラなどで活用さ
れているコンポーザー・イン・レジデン
スを、名古屋フィルハーモニー交響楽団
は、2014 年春からスタートさせた。初
代の藤倉大、2 代目に酒井健治と若手作
曲家を起用して、フル・オーケストラの
ための作品を、単発ではなく、3 年とい
う期間を定めて委嘱し（共同委嘱も含
む）
、定期演奏会の枠内で初演を行っている点も高く評価したい。既に生み出された作品は、さまざまな
オーケストラで再演されているケースもあり、音楽シーンに大きく貢献している。2019 年 12 月に、カ
ンブルランの指揮で初演された酒井の《ヴィジョン－ガブリエーレ・ダンヌンツィオに基づいて》
（独唱
は藤木大地）も色彩感に富んだ佳作であった。(満津岡信育)
プロフィール 名古屋フィルハーモニー交響楽団

日本有数のオーケストラの一つとして、愛知県名古屋市を中心に中部・東海地方の音楽界をリード
し続けている。その革新的な定期演奏会のプログラムや、充実した演奏内容で広く日本中に話題を
めい

発信。
“名フィル”の愛称で地元からも親しまれ、日本のプロ・オーケストラとして確固たる地位を
築いている。
2016 年日本を代表する指揮者である小泉和裕が音楽監督に就任。他に現在の指揮者陣には、川瀬賢
太郎（正指揮者）
、小林研一郎（桂冠指揮者）
、モーシェ・アツモン（名誉指揮者）
、ティエリー・フ
ィッシャー（名誉客演指揮者）が名を連ねている。また藤倉大、酒井健治に続き、2020 年 4 月には
坂田直樹が第 3 代コンポーザー・イン・レジデンスに就任。
楽団創立は 1966 年 7 月。1973 年に名古屋市の出捐により財団法人に、2012 年に愛知県より認定を
受け公益財団法人となる。意欲的なプログラミングの「定期演奏会」をはじめ、有名作品を中心に
取り上げる「市民会館名曲シリーズ」
、障がいのある方を対象とした「福祉コンサート」、市内の学
校を訪問する「名古屋市内小・中学校移動音楽鑑賞教室」など、バラエティに富んだ年間 110～120
回の演奏会に出演している。

研究・評論部門賞
松平敬著「シュトックハウゼンのすべて」（アルテスパ
ブリッシング）Takashi Matsudaira
未だに多くの音楽愛好家に親しまれているとは言い難いシュトックハウ
ゼンの作品について、詳細に解説した書である。伝記的な内容や作曲者の
周囲を取り巻く状況についての記述もあり、入門書としてはもちろんのこ
と、きわめてマニアックな内容も備えている。声楽家としてシュトックハ
ウゼンのもとで学んだ松平氏は、作曲技法や思想的背景について客観的に
記すのみならず、シュトックハウゼンという独自な世界に魅せられた音楽
家としての視点から、その魅力を見事に解き明かして、読み手に伝達する
ことに成功している。公式ＣＤの情報に加え、独シュトックハウゼン財団
の協力のもと、各種の譜例や図版がふんだんに収録されている点も貴重で
ある。
（満津岡信育）
プロフィール 松平敬
東京芸術大学卒業、同大学院修了。現代声楽曲のスペシャリストとして、
湯浅譲二、松平頼暁、高橋悠治、西村朗など 150 曲以上の作品を初演。こ
れまでサントリーホール・サマーフェスティバル、新国立劇場、コンポー
ジアム（東京オペラシティ財団）、東京・春・音楽祭、Just Composed（横
浜みなとみらいホール）などに出演。CD 録音においては、一人の声の多
重録音を駆使した『MONO=POLI』
（平成 22 年度文化庁芸術祭優秀賞）など 3 枚のアルバムを発表。チ
ューバの橋本晋哉氏との「低音デュオ」名義でも 2 枚の CD をリリース。2019 年 2 月には、シュトック
ハウゼンのほぼ全作品を網羅した著書『シュトックハウゼンのすべて』を出版。

功労賞
佐伯茂樹（古楽器演奏家、音楽評論家）
Shigeki Saeki
楽器というモノが、過去に負っていた物質的な条件。楽器という文化が、
その中で展開してきた歴史的背景。これらの点を、音楽評論がこれまで
見過ごしがちだったとすれば、佐伯茂樹氏は、卓抜な筆力と親しみやす
い筆致で、そこを突き、補い、またそうすることを大いに楽しんだ人だ
った。『名曲の「常識」「非常識」』、『名曲の暗号』、『新名曲解体新書』
などの著作を通じて、私たちは楽曲と演奏をめぐる新たな知見を、どれ
ほど多く得たことだろう。これらの果実を氏は、クラシカル・アルト・
トロンボーンをはじめとする古楽器の演奏実践と、音楽史の旺盛な研究
を通してもたらしてくれた。その恩恵に対する感謝の念と、早すぎる死
に対する哀悼の意を込めて、本賞を贈る。
（舩木篤也）

プロフィール 佐伯茂樹
早稲田大学卒業後、東京芸術大学でトロンボーンを学ぶ。ピリオド楽器を中心に演奏活動を展開。クラ
シカル・プレイヤーズ東京のメンバーだった。日本で数少ないオフィクレイド奏者としても定評があり、
バッハ・コレギウム・ジャパンなどにもゲスト奏者として参加した。ピリオド楽器による東京ヒストリ
カルブラスを主宰。一方で、数多くの音楽雑誌に記事や論文を寄稿。東京芸術大学古楽科、浜松市楽器
博物館、福岡古楽音楽祭、日本ワーグナー協会などの招きで講演会を行った。NHK テレビの「N 響アワ
ー」
「らららクラシック」にゲスト出演している。2008 年 4 月から 2012 年 3 月まで東京芸術大学大学院
で楽曲と楽器に関する講義を担当。2012 年には同大学古楽科で集中講義を担当した。
「名曲の真相」
（アカデミア・ミュージック）
「名曲の暗号」
（音楽之友社）
「金管楽器 演奏の新理論」
「木
管楽器 演奏の新理論」
「管楽器おもしろ雑学辞典」
（以上、ヤマハミュージックメディア）
「カラー図解
オーケストラの世界」
「カラー図解 楽器の歴史」
（河手書房新社）
「オーケストラ・吹奏楽が楽しくわか
る楽器の図鑑（全 5 巻）
」
（小峰書店）など著書多数。「リチェリカール古楽器ガイド１」「リチェリカー
ル古楽器ガイド２」
（マーキュリー）日本語版監修。「エリック・ミヤシロがガイドする

管楽器奏者の

ための楽器スーパー上達術」（音楽之友社）編集。「クラシック名盤大全」「名曲名盤」など、ONTOMO
MOOK への執筆も多く、また「バンドジャーナル」ではディスク・レヴューとコラムなどを担当。「レ
コード芸術」では月評を担当した。
「音楽の友」2018 年 1 月号から連載していた「新名曲解体新書」の 2019 年 9 月号分脱稿直後の 8 月 1
日、心不全のため他界。 享年 58 歳。

≪ポピュラー≫
最優秀作品賞
氷川きよし「限界突破 X サバイバー」
2000 年「箱根八里の半次郎」で演歌歌手デビュー。演歌の若手と
して活躍、授賞多数。本来のヴォーカルの張りの良さとリズム感を
備えてる歌手だ。そのパワーは歌手のアイデンテティと演歌のみな
らず歌手としての幅を広げようとトライしてる姿勢は素晴らしい。
2019 年アニメ「ドラゴンボール超」のイメージソングで演歌から
ヴィジュアルロックへと変身。氷川きよしの第一章から第二章への
歌への気の入れ方に脱帽だ。日本の歌手として大きく羽ばたいて欲
しい。
（池野 徹）
プロフィール 氷川きよし
1977 年生まれ。福岡県出身。演歌歌手の希望の星として 2000 年
「箱根八里の半次郎」でデビュー。日本レコード大賞、新人賞等を
総なめにした。その後 2002 年「きよしのズンドコ節」。2008 年「き
よしのソーラン節」で紅白歌合戦の白組の大トリを務めた。2020 年 20 周年を迎え、新たに演歌歌手か
ら眞の歌手へと自身の可能性へと挑戦を始めた。

イベント企画賞
公益財団法人 大田区文化振興協会主催公演

下丸子 JAZZ 倶楽部
下丸子ジャズ倶楽
部は、公共の小さ
なホールで絶えず
冒険を続けている
手作り感に満ちた
定期ライブ・イベ
ントだ。地元の熱
心なファンに支え
られながら、日本
の一流ジャズ奏者
を迎えて 26 年間
も継続してきたこ
とは奇跡的である。
自治体、地元住民、
出演者そして制作

者たちの一体となった熱い思いが 300 回という結果をもたらした。おそらくはこれまでにいくつもの困
難があったかと思われるが、これからも回を重ねて音楽文化に貢献しようという姿勢は称賛に値する。
のべ 2 千人ほどのプレイヤーがこれまでにステージに登場した。ジョージ川口、松本英彦、藤家虹二、
前田憲男、世良譲、高橋達也といった今は鬼籍に入ったジャズ界のリジェンドから第一線で活躍する気
鋭のプレイヤーまで、まるで日本ジャズ名鑑のような公共イベントである。
（三塚 博）
プロフィール 下丸子 JAZZ 倶楽部
1987 年に大田区における文化振興を目的として設立され、2010 年から公益財団法人大田区文化振興協
会となった。大田区民プラザ、大田区民ホール・アプリコなどの管理運営を行うとともに、クラシック、
ジャズ、伝統音楽などの主催事業を実施している。
「下丸子 JAZZ 倶楽部」は地域の人たちが一期一会の
ステージを存分に楽しめるように、演奏者たちに最高のプレイをしてもらえるように、ここに集う誰も
が笑顔で一日を終えられるようにとの願いでスタートした。制作者に伊波秀進、監修者に瀬川昌久、プ
ロデューサーに高橋達也（故人）という布陣で 1993 年 9 月に第１回を開催し 2019 年 10 月までの 26 年
間で 300 公演を数えるまでに至った。

新人賞
King Gnu
J-POP に、ジャンルレスに高い音楽性
を注入し、優れた演奏能力、卓越した
ボーカルワークを披露している。
限界を突破するように、レベルの高い
楽曲を次々と制作するその姿勢には、
日本の音楽文化を更新していく可能
性を大いに秘めている。詞に見られる
しなやかな感性も注目で、今後、大い
に活躍することを期待し、この賞の受
賞理由とする。
（サエキけんぞう）
プロフィール King Gnu
東京藝術大学出身で独自の活動を展開するクリエイター常田大希が 2015 年に Srv.Vinci という名前で活
動を開始。その後、メンバーチェンジを経て、常田大希（Gt.Vo.）、勢喜遊（Drs.Sampler）
、新井和輝（Ba.）
、
井口理（Vo.Key.）の 4 名体制へ。SXSW2017、Japan Nite US Tour 2017 出演後、2017 年 4 月、バン
ド名を King Gnu に改名し新たなスタートをきった。独自のポップセンスと色気が凝縮されたトーキョ
ー・ニュー・ミクスチャーと称されるサウンドはもとより、FUJI ROCK FESTIVAL、RISING SUN
ROCK FESTIVAL 等大型フェスへの出演、盟友クリエイティブレーベル「PERIMETRON」と制作する
MV・アートワークで注目を集め、LIVE チケットは毎回即完。音楽・映像・アートワーク、LIVE 全て
の面において、唯一無二の世界観を築きあげている。

著作出版物賞
ロバート キャンベル著
「井上陽水英訳詞集」
（講談社）
海外のポピュラー音楽の歌詞の日本語訳にくらべ、日本のポピュ
ラー音楽の歌詞の海外への翻訳紹介は決して多くない。そんな中
にあって、日本有数のシンガー・ソングライターの作品の英訳詞
集が刊行されたことの意義は大きい。井上陽水の主要作品 50 曲の
原詞と英訳が併記された本書には、著者が訳詞をはじめた経緯や
翻訳過程が詳しく記されている。省略された主語や詩的表現を推
測・吟味しながら日本語と英語の間に橋を架ける作業が、ここで
は歌の批評的な解釈にもなっている。陽水の作品と近世・近代日
本文学との関わりについて、研究者ならではの見解も示されてい
る。音楽評論の可能性を広げる試みという意味でも注目すべき訳
詞集である。
（北中正和）

プロフィール ロバート キャンベル Robert Campbell
日本文学研究者、国文学研究資料館館長。東京大学名誉教授。ニューヨーク市生まれ。カリフォルニア
大学バークレー校卒業。ハーバード大学大学院東アジア言語文化学科博士課程修了。文学博士。1985 年
に九州大学文学部研究生として来日。専門は近世・近代の日本文学。とくに江戸後期~明治前半の漢文学
に関連の深い文芸ジャンル、芸術、メディア、思想などに関心を寄せている。テレビ番組やシンポジウ
ムへの出演多数。文部科学省などの公的機関の審議会委員・評議員をつとめることも少なくない。著書
に『J ブンガク 英語で出会い、日本語を味わう名作 50』
『ロバート キャンベルの小説家神髄 現代作家
６人との対話』
『東京百年物語 1~3』など。

功労賞
秋吉敏子＆ルー・タバキン
64 年間米国にその活動拠点を置き、90 歳を
過ぎた今も輝き続ける秋吉敏子さんの功労
は、いつも私たちに驚きと勇気とそして歓び
を与えてくれます。作曲家としての秋吉さん
は「和」をモチーフにした作品を、自らのビ
ッグバンドを結成して結実させ、ジャズと融
合させて具体的に聴かせてくれました。良き
伴侶として、またバンドのソロイストとして
30 年もの間、中心的な役割を果たしてきた
夫君ルー・タバキン氏の功労もまた多大なも
のがあります。一昨年（2018 年）東京文化
会館小ホールで行われた二人の活動 50 周年
記念ライブ「The Eternal Duo」およびそれを収録した CD+Blu-ray 作品の発表、秋吉さんの 90 歳を記
念した「ソロ・ピアノ・コンサート」
（2019 年 11 月）と、終わりのない旅を続けるお二人に対して会員
の総意で功労賞を差し上げることとしました。（三塚

博）

プロフィール 秋吉敏子
ジャズ・ピアニスト、作曲家、編曲家。1929 年 12 月 12 日旧満州生まれ。小学 1 年生でピアノを習い始
める。引揚げ後、別府の駐留軍クラブでジャズ・ピアニストとして 17 歳で演奏を始め、48 年上京。53
年オスカー・ピーターソンに認められ、初録音が実現。このアルバムがアメリカで注目され、56 年にバ
ークリー音楽院に奨学生として渡米。73 年、自作曲だけを演奏するビッグ・バンドを結成。アルバム 21
枚、約 100 作品を発表。81 年米ダウンビート誌読者人気投票で 3 冠（ビッグ・バンド、作曲、編曲各部
門で 1 位）を達成する。2003 年、30 年続けたジャズ・オーケストラ（ビッグ・バンド）を解散。以降ピ
アノに専念。グラミー賞 11 回ノミネート。1997 年紫綬褒章受章。2006 年ジャズ・マスター賞受賞。

ルー・タバキン Lew Tabackin
ジャズ・フルート、サックス奏者。1940 年 3 月 26 日フィラデルフィア生まれ。 フィラデルフィア音楽
院に学び、62 年から 4 年間は陸軍で演奏。除隊後ニューヨークを本拠地として メイナード・ファーガ
ソン、サド・ジョーンズ&メル・ルイス、キャブ・キャロウェイらのオーケストラに参加。 69 年に秋吉
敏子と結婚。72 年ロサンゼルスに転居し、73 年秋吉敏子・ルー・タバキン・ビッグバンドを結成。83
年にニューヨークにもどり秋吉敏子ジャズ・オーケストラ feat.ルー・タバキンを結成した（2003 年解散）。
両バンドでは 30 年にわたってプリンシパル・ソロイストを務めた。自己のトリオでも活動し、ダウン・
ビート誌などで高く評価され、サックス＆フルートの名手という確固たる地位を確立している。

≪オーディオ≫
技術開発賞
サエク

WE-4700（トーンアーム）

トーンアーム WE-4700 のルーツは 35 年前に遡る。サエクと
いうメーカーを創業した先代の北澤貞夫氏によって 1985 年
に生み出された WE-407/23。高い評価を獲得したが、その後
継機種にあたる。現代の加工精度、高い純度の材料などを前
提に開発、発表されたものが WE-4700 だ。WE-407/23 も当
時としては最先端技術とクラフツマンシップによって構成さ
れていたがそれをコピーしたものではない。トーンアームの
生命線である根本の可動部については WE-407/23 と同じく
ダブルナイフエッジ機構を採用しながらもミクロンオーダー
の超精密加工を施している。これによって動作特性と剛性感
を高め、現代オーディオに要求される空間表現力を獲得した
ことが高く評価された。
（鈴木 裕）

優秀録音作品賞
アンドレア・バッティストーニ指揮 / 東京フィ
ルハーモニー交響楽団
上野耕平、山中淳史、石若駿
『ベートーヴェン：交響曲第 5 番「運命」/ 吉
松隆：サイバーバード協奏曲』 COCQ-85466
日本コロムビアが「ビヨンド・ザ・スタンダード」シリーズと
してリリースしたアンドレア・バッティストーニ指揮、東京フ
ィルハーモニー交響楽団が演奏する第三弾のアルバムである。
特徴的なのはクラシックの代表作品ともいえる、ベートーヴェ
ンの交響曲第５番に併せて、ベートーヴェンとの出会いから作
曲家を志した吉松隆の「サクスフォン協奏曲・サイバーバード」がカップリングされていることだ。収
録場所は東京・西新宿にある東京オペラシティ。無観客でのホール録音は十分すぎるほどの贅沢な空間
へとタイムスリップさせてくれる。叙情感と躍動感を縦横無尽に引き出すバッティストーニの指揮もさ
ることながら、SN 感が高くローレベルまで一点の曇りもないニュアンスの豊かなサウンドが味わえる点
で、至高の録音作品として賛辞を惜しまない。(潮 晴男)

著作出版物賞
永瀬宗重著『暗い低音は好きじゃない！
～ダブルウーファーズ会長のオーディオ 探求～』
(2019 年 12 月 11 日、CD ジャーナル社)
自身が 2000 年から始めた、インターネットのブログを元に書籍化され
た 1 冊。世界中の伝説的なスピーカーやアンプを縦横無尽に組み合わ
せ、数十キロもあるスピーカーユニットを入れ替えて音を調整し、更
にオーディオケーブルをハンダ付けで自作した記事や、日本中のオー
ディオファイルを自室に招き入れ交流を図るなど、オーディオという
趣味の多様性が興味深い視点で書き綴られている。何よりも文面から
は、ただ機材を購入するだけでなく、音を良くするという強烈な信念
を感じ、幅広い世代の音楽ファンやオーディオファンへオーディオの
素晴らしさを啓蒙した 1 冊となっている。(土方久明)
プロフィール 永瀬宗重
1954 年、茨城県生まれ。1973 年に山形大学医学部に入学、学生時代に自分のバンドを録音した事がき
っかけでオーディオに開眼した。大学卒業後は、筑波大学で内科臨床に取り組むが、オーディオに打ち
込みすぎた事で教授選に落選してしまう。しかしオーディオ熱は治るどころか増す一方で、2007 年に内
科医院を開業してからは更にオーディオに傾倒し、30 畳の専用リスニングルームに国内外のオーディオ
機器を集め、日々オーディオと音楽に向き合っている。現在はオーディオ愛好家のグループ “ダブルウ
ーファーズ” の会長を務めている。

功労賞
前園俊彦
（株式会社前園サウンドラボ名誉会長）
山水電気の宣伝部長時代に長嶋茂雄氏ら同社ステレオのユーザーを雑誌
上のタイアップ記事に登場させてイメージアップに成功。今で言う有名
人戦略の先駆であった。1980 年代にオルトフォンジャパンの代表に就任。
デンマーク本社の懐疑的な声に屈せず高品位オーディオケーブルを開発。
オーディオに新しい製品ジャンルを確立する。しかし、CD 全盛となりつ
つあったこの時期、アナログレコード再生の可能性と魅力に着目したの
も前園氏だった。SPU のバリエーションモデル始めカートリッジ新製品
を毎年企画開発、レコードプレーヤーを中欧圏から輸入販売しただけで
はない。東京文京区で毎月レコードコンサートを開催、ミュージシャン、
俳優ら有名ゲストを招き毎回盛況を極める。氏の営々とした地道な活動がレコードの健在を知らしめる
のにどれだけ貢献したことか。デジタル全盛時代にアナログレコード再生の孤塁を守った、現在のアナ
ログリバイバルのいわば「井戸を掘った人」前園俊彦氏のオーディオへの計り知れない貢献に特別功労
賞が送られた。
（大橋伸太郎）
プロフィール 前園俊彦
昭和 10 年（1935 年）東京に生まれる。太平洋戦争中は上海、戦後は山口県で育ち、その時の経験が自
分を強くしたと語る。
青春時代は演劇を志し劇団青俳に在籍するが、1957 年に山水電気株式会社に就職。
宣伝部長、商品企画部長、新宿オーディオセンター所長を務める。1987 年オルトフォンジャパン株式会
社代表取締役社長に就任、高性能カートリッジの企画に加え 7N 銅を導体に採用した高品位ケーブルを開
発し、重要なオーディオの一分野に高める。2007 年、株式会社前園サウンドラボを設立、
”Zonotone”
のブランド名を冠した高音質ケーブルを送り出す。令和元年（2019 年）逝去。享年 84 歳。

