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2021.1.7【第 7 稿】 

第 3 回 日本語オペラ制作コンペティション 

募集要項【台本部門】 

 

本コンペティションは、オペラ作品“制作”コンペティションです。また、本コンペティションは世界中で上演

され、愛される日本語のオペラを世に生み出すことを目的としております。したがって執筆した台本が作曲家

に採用されることがゴールではありません。台本選考後、作曲家に台本が採用された場合は、作曲家と共にオ

ペラ楽曲として作品の完成を目指してください。 

日本ではなじみのないこのオペラ制作。しかし世界では、作曲家が台本作家と協力して作品を作り上げていく

ことこそがスタンダードなのです。 

日本語オペラ制作コンペティション【台本部門】に応募される方は、下記募集要項及びコンペティション概要

をよく読み、ご理解いただいたうえでご応募ください。 

 

◆募集要項 

1 オペラのタイトル 自由に設定してください 

2 募集作品 

下記、当財団指定の設定およびコンセプトに基づいた日本語オペラの台本 

 

＜設定とコンセプト＞ 

時代は明治、日本初の国際結婚でヨーロッパの名家に嫁いだ日本人女性が主人公。 

東洋（日本）と西洋の文化や伝統の違い、さらには勃興していく日本と没落しつつあ

るヨーロッパの貴族階級をコントラストに。 

それに対し、主人公とその夫との深い愛情を横軸に。 

そして、夫の死。一人残された東洋人としてヨーロッパ貴族社会からの蔑視や迫害に

もめげず、健気に子どもたちを育て上げていく日本人女性の凛とした強さ。 

 

これらを題材に、ドラマチックなものを仕上げてください。 

3 応募資格 国籍、性別、年齢、学歴を問いません 

4 原稿枚数 自由 

5 演奏時間 
オペラ全体の正味演奏時間は 90 分～150 分以内をめどとします。 

3 幕以内 ※各幕の演奏時間に制限はありません。 

6 事前エントリー 

事前エントリー締切：4 月 30 日（金） 

・応募を決めた段階でのエントリーをお願いいたします。当財団 HP のエントリー

フォームに必要事項を入力してください。 

※募集要項や募集に関する詳細が改訂になった場合や、募集に関する情報が追加記

載された場合等にご連絡いたします。 

※作品が複数名による共同制作の場合、事前エントリーする際は台本執筆者全員の

氏名を入力してください。 

※ペンネームで応募される方は必ず実名も入力してください。 
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7 エントリー料 無料（参加料も無料です） 

8 応募締切 2021 年 5 月 28 日（金）午後 5 時まで 

9 応募方法 

作品はデータ（PDF 形式）をメールにてご提出ください。 

なお、メールを送信できない場合は USB 等の記録媒体に保存し、郵送も可能です。 

＊USB 等の記録媒体をご提出いただいた場合、返却はできません。 

10 送付先 

jlo@sawakami-opera.org までお送りください。 

 

＊メールを送信できない場合の記録媒体送付先 

〒102-0082 東京都千代田区一番町 29 番地 2 

公益財団法人 さわかみオペラ芸術振興財団 宛 

※表に「日本語オペラ制作コンペティション台本在中」と記載してください。 

11 審査 

以下に該当する台本は選考外となります。 

・日本語以外の言語で書かれている場合 

・指定の設定、コンセプトに基づいていない内容の台本の場合 

・内容が特定の個人･第三者を誹謗中傷する等、公序良俗に反する場合 

・他の作品の流用・パロディ・模倣等、第三者の著作権を侵害している場合。または、

その可能性が認められる場合 

12 応募規定 

・作品が複数名による共同制作の場合、台本執筆者全員の氏名を記載してください。 

・応募する台本の権利を自らが有している作品に限ります。 

※権利を音楽出版社その他応募者以外の者に譲渡又は管理委託を行っている場合

や、JASRAC 等の著作権管理団体に信託している場合は、応募できません。 

・応募参加者は、本募集要項に同意の上、日本語オペラコンペティション（以下「本

コンペ」）に参加するものとします。 

・台本は、公益財団法人 さわかみオペラ芸術振興財団（以下「当財団」）に権利を譲

渡できる作品に限ります。 

・作品は未発表のオリジナルに限ります。 

※他団体の公募に応募、受賞した作品、原作本を脚本化した作品はオリジナルとしま

せん。 

・原稿サイズ A4 サイズ（縦）、横書きを推奨。 

※縦書きでの提出も受け付けますが、台本選考を通過した場合、A4 サイズ（縦）、横

書きの Word 原稿をご提出いただきます。 

枚数 自由 

※必ずページ番号をふること 

 

【1 ページ目（表紙）】 タイトル、エントリーNo.、氏名（ペンネーム可）、枚数を明

記 

【2 ページ目】登場人物 

【3 ページ目～】本文 

※【表紙】および【2 ページ目】の登場人物表は必ずつけてください。 

※作品のタイトルを必ずつけてください。 
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※作品が複数名による共同制作の場合、表紙に台本執筆者全員の氏名を記載してく

ださい。また団体名も記載してください。 

・作品提出後、【台本選考】が終了するまでは一切の台本の変更、修正、再提出等は

受け付けません。なお、【台本選考】通過後の台本の変更・修正については「台本選

考の流れ」「台本選考後の流れ」をご参照ください。 

・原稿には本文から表紙を 1 ページ目として通しのページ番号をつけてください。 

・手書きの作品および手書き原稿を PDF 化したものは受け付けません。 

・応募作品は返却いたしません。 

・選考に関する問い合わせには一切応じません。ご了承ください。 

・募集で取得した個人情報は、本募集の目的以外には利用いたしません。 

13 賞金 

本台本選考を通過した場合、「台本選考通過作品」（最大５作品）の各台本作家に賞金

20 万円を贈呈します（著作権譲渡料を含む）。 

 

なお、最終選考にて最優秀作として選ばれた台本作家に賞金 250 万円を贈呈します

（著作権譲渡料を含む）。 

 

※賞金には、当財団への著作権譲渡の対価が含まれます。 

※台本選考から最終選考までを通過した作品の取扱詳細は「16、選考を通過した台

本の取り扱いについて」および「17、作曲選考の流れ（台本選考後の流れ）」をご参

照ください。 

※選考の結果、優秀な作品および最優秀作品に該当する作品が選考されない場合が

あります。その場合、賞金の贈呈はありません。 

※全て消費税込み 

14 
台本選考の 

流れ 

◆応募～選考～結果発表 

事前エントリー：2021 年 4 月 30 日（金）までにお願いします 

↓ 

台本執筆 

↓ 

台本提出締切：5 月 28 日（金）午後 5 時 

↓ 

【台本選考】：2021 年 6 月下旬予定 

・応募のあった全作品の中から最大 5 作品を選びます。 

 

【結果発表】 

選考通過優秀作品発表（最大 5 作品）発表：2021 年 6 月下旬予定 

※選考結果の発表は当財団 HP にて行います。また、各選考結果は選考に通過され

た応募者本人にも、応募時に記載された連絡先へご連絡いたします。 

 

※選考を通過した台本の取り扱いについては後述の「16、選考を通過した台本の取

り扱いについて」及び「17、作曲選考の流れ」をご参照ください。 
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15 最終結果発表 
2023 年３月頃（予定） 

詳細はコンペティション概要及び「17、作曲選考の流れ」をご参照ください。 

16 

選考を通過し

た台本の取り

扱いについて 

①台本選考通過後 

台本選考に通過した場合及び最優秀作品として最終的に台本が採用された者は、当

財団との間で著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に定める権利、著作権隣接権、

並びに将来法令によって付与される権利を含みます。）を含む、一切の権利を当財団

に譲渡する契約を締結していただきます。 

台本選考通過者（最大５名）に対し著作権譲渡の対価として一律 20 万円をお支払い

いたします。 

 

※台本選考に通過した場合及び最終選考によって最優秀作品として最終的に採用さ

れた場合には、当財団及び当財団が指定する第三者に対して、著作者人格権を行使し

ないものとします。 

※当財団は、著作権の譲渡を受けた台本を自由に複製、翻案、改変等して使用するこ

とができ、また自らの裁量で当該作品に関する権利を譲渡又は使用許諾等すること

ができます。 

 

②作曲選考通過後（後述の「作曲選考の流れ（台本選考後の流れ）」参照） 

オペラ全編の作曲の対象となった台本を書いた台本作家には、1 作曲家への協力費と

して 10 万円をお支払いいたします。なお、複数の作曲家に台本が選ばれた場合は、

10 万円×その台本を採用した作曲家の人数の金額をお支払いいたします。 

 

・台本選考を通過した場合及び最終選考によって最優秀作品として最終的に採用さ

れた場合には、当財団との間で、作曲選考通過作品及び最優秀作品の著作権（著作権

法第 27 条及び第 28 条に定める権利、著作権隣接権、並びに将来法令によって付与

される権利を含みます。）を含む、一切の権利を当財団に譲渡する契約を締結してい

ただきます。 

・作曲選考通過者及び最優秀作品として最終的に台本が採用された者は、当財団及び

当財団が指定する第三者に対して、著作者人格権を行使しないものとします。 

・当財団は、著作権の譲渡を受けた台本を自由に複製、翻案、改変等して使用するこ

とができ、また自らの裁量で当該作品に関する権利を譲渡又は使用許諾等すること

ができます。 

 

③全曲選考通過後 

・全曲選考に通過した作品の最終選考は、舞台での試演により行うことをご了承く

ださい。 

 

④最終選考通過作品（最優秀作品として採用された場合） 

著作権譲渡の対価および賞金として 250 万円をお支払いいたします。 

・最終選考において最優秀作品として最終的に採用された場合には、当財団との間
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で、最優秀作品の著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に定める権利、著作権隣接

権、並びに将来法令によって付与される権利を含みます。）を含む、一切の権利を当

財団に譲渡する契約を締結していただきます。 

・最終的に作品が採用された者は、当財団及び当財団が指定する第三者に対して、著

作者人格権を行使しないものとします。 

・当財団は、著作権の譲渡を受けた作品を自由に複製、翻案、改変等して使用するこ

とができ、また自らの裁量で当該作品に関する権利を譲渡又は使用許諾等すること

ができます。 

 

※全て消費税込み 
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作曲選考の流

れ（台本選考

後の流れ） 

以下、参考までに作曲選考の流れを記載します。 

＊詳細は作曲部門募集開始の際に要項（作曲部門）に記載します。 

 

◆応募～選考～結果発表 

・選んだ台本（台本選考通過作品最大 5 作品の中から選んだ 1 作品）をもとに作曲

開始。  

日本語オペラ「MITSUKO」台本の中から任意で選んだ 2 曲（2 場面）を作曲す

る。なお、2 曲のうち 1 曲はアリアとする。もう 1 曲はデュエットやアンサンブル

などアリア以外の曲を自由に作曲する。 

↓ 

作曲した 2 曲を提出。（作曲家）：2021 年 11 月末予定 

↓ 

【作曲選考】 

作曲家から提出された 2 曲を審査し、最大 5 名の作曲家を選びます。 

※作曲選考を通過した作曲家が選んだ台本が作曲選考通過作品となります。 

（選ばれなかった作曲家およびその作曲家が選んだ台本は脱落）。 

↓ 

全曲作曲開始。 

作曲選考の際に提出した 2 場面（2 曲）以外の部分すべてに曲をつける。 

作曲にあたり作曲家と台本作家との間で協議や調整が必要となる場合があります。 

なお、先に作曲し提出した 2 曲の修正も可能です。（台本も修正可） 

↓ 

全曲提出 

↓ 

【全曲選考】  

作曲家（最大 5 名）が提出した作品（全曲作曲）の中から数作品を選びます。 

（選ばれなかった作曲家およびその作曲家が選んだ台本は脱落） 

↓ 

【最終選考】 

最終審査は実際に舞台で試演して行います。 
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（オペラ歌手とオーケストラ演奏によるコンサート形式での試演を予定） 

↓ 

最優秀作品発表：2023 年 3 月頃（予定） 

 

18 注意事項 

・台本の執筆が複数の著者による共同制作による場合は「台本執筆に関わった関係者

全員に募集要項の同意確認」を行った上、ご応募下さい。 

・20 歳未満の方は、本募集要項に対し保護者の同意を得た上でご応募下さい。また、

契約締結時に保護者の署名が必要です。 

・募集期間終了後に応募された場合は、選考の対象となりません。 

・台本選考を通過した場合は、その台本の編集可能なデータ（word 原稿。A4 サイズ

横書き）をご提供いただきます。（台本の翻訳等の作業のため） 

・他者の権利を侵害しないようにご注意下さい。 

・応募台本は、応募者自身が作成し、応募者自身が権利を有しているものに限りま

す。なお、以下に該当する作品は、審査対象外といたします。 

・本募集要項を遵守していないもの 

・募集テーマから逸脱していると判断されたもの 

・第三者が創作した著作物を複製、翻案、改変等して創作されたもの 

・知的財産権、名誉、信用、肖像、プライバシー等の第三者の権利を侵害する 

もの、侵害のおそれのあるもの 

・公序良俗に反するもの 

・第三者に当該台本の権利を譲渡、利用許諾、管理委託又は信託しているもの 

・その他、当財団が不適切と判断したもの 

・当財団は、本コンペへの応募に際して取得した個人情報を本募集の目的以外には利

用いたしません。 

・最終的に最優秀作品として選ばれ、上演されたあとも無期限に指揮者や演出家など

からの要望により作品を改定することがあります。 

19 免責事項 

・応募者は、自己の責任と負担において本コンペに参加するものとします。 

・本コンペは、事前に何ら通告なく休止または中止する場合があります。 

・当財団は、本コンペに参加したこと、または参加ができないことによって引き起こ

された損害について、直接的または間接的な損害を問わず一切責任を負わないもの

とします。 

・本コンペに参加したこと、または参加ができないことにより発生した、応募者とそ

の他の第三者との間で生じるいかなる紛争についても、当財団は免責されるものと

します。 

・当財団は､本募集要項を予告なく改訂、追加、変更することができるものとします。 

20 
準拠法と 

裁判管轄 

本コンペおよび本募集要項に関する事項には日本法が適用されます。 

また、本コンペおよび本募集要項に関する当財団と応募者との間の紛争については、

東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 
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21 
主催 

問い合わせ 

公益財団法人 さわかみオペラ芸術振興財団 

 

〒102-0082 東京都千代田区一番町 29 番地 2 

Tel: 0570-023-223 平日 10 時～17 時（土日祝休） 

E-mail : info@sawakami-opera.org 

 

mailto:info@sawakami-opera.org

