
とめて休みが取れると、渓流
釣りに行きます。60歳を過

ぎたら釣りをやりたいとずっと思って
いました。小さい頃は近所の川で、
父親に教えてもらいながらやってい
ましたが、大人になってからは一度も
できなかったので。北海道の斜里川、
標津川、網走川辺りで、ニジマスや
ヤマメ、アメマス、オショロコマなんか
を釣りにいきます。すぐにリリース
しちゃいますけどね（笑）。
　本を読むことが好きで、特に
藤沢周平さんが大好きです。作家
の生まれ故郷に行って、その地域の
ことを調べて、「あの作品はこういう
背景から生まれたのかな」とか「この
環境で育ったからこういう描き方が
できるのかな」とか、想像をふくらま
せて楽しんでいます。

段の仕事の合間は、近所
に弟子がたくさん住んでい

るので、家に来たり、どこかに連れ
て行ったり、一緒に食事をしたり。
相撲部屋みたいなもので、家内
はまさに“おかみさん”です（笑）。
氷川きよしくんもデビュー前は毎日
のように家に来ていて、僕のこども
の面倒をみてくれていました。
　氷川くんの場合は、デビューする
まで3年以上のレッスン期間があっ
たので、その間にいろいろな作品を
歌ってもらって、得意な曲と苦手な
曲を見つけることができたのは幸運でした。
彼の『雪の渡り鳥』（三波春夫）を聴
いたときはものすごく感動しましたね。
『潮来笠』（橋幸夫）や『伊豆の佐太郎』
（高田浩吉）など、股旅演歌を歌わせてみ
ると、ことごとく良いんです。それで、股旅も
の（『箱根八里の半次郎』）でデビューさ
せよう、ということになりました。

には、誰にでも得意な曲と苦手な
曲というのがあるんです。プロでも

苦手な曲を歌うと調子を崩し、戻すまで苦労
します。僕のところにレッスンに来れば、5分
で治りますが、忙しくてそのままにしておくと
下手になってしまうんです。一般の方も同じで
すから、得意な曲を見つけることが大切です。
苦手な曲はできるかぎり歌わないこと。ワン
コーラス歌ってみて、3回難しいな、と思った
らすぐにやめましょう。反対に、さらっと歌え
ちゃった、という曲は自分に合うということで
すから、その曲を歌い込めばどんどん上手く
なります。

　それから、歌うときには目をつぶらな
いこと。目をつぶると、自己陶酔してしま
い、こう歌いなさい、という自分の中の
客観的な司令塔が消えて音色が
ひとつになってしまうんです。目を開け
て歌うことで、音色が広がり、バランス
も良くなってスケールが大きくなり、
表情も変わる。目で説得するように
歌えばもっと上手くなります。
　あとは、のどをつくり過ぎる人が多い
んですね。もちろん、こどもが棒読み
するような歌い方ではいけませんが、
のどをつくることに頼らずに雰囲気
をきちんとつくって表現できれば、
カラオケ大会で優勝ですよ（笑）。
　この三つは、私が40年以上レッスン
を続けて得た答えなんです。

歌もこのままではいけないと
思っています。演歌を三声で

歌う水雲-MIZMO-という女性三人組
がいて、こぶしまで三声でハモってし
まう。先日フランスで歌わせたらすごく
話題になって、他の国からも出演の
依頼が来ています。先に海外で評価
してもらって、いずれは日本でスター
にする、そういうこともやっていきたい
です。あとは、ルックスが良くて歌も
うまい逸材を見つけてスターにする。
まだまだ仕掛けていきますよ。
　僕がつくった曲を聴いて・歌って
いただいている全国の皆さん、歌手
も応援すると同時に、僕たち作家の

こともどうぞ応援してくださいね（笑）。

弟子を育てることが趣味みたいなものです
作曲家　水森 英夫さん

リリース情報

アーティスト：出光仁美
COCA-17231／10月19日発売
定価 1,300円（税込）

主な作品　『箱根八里の半次郎』『一剣』（氷川きよし）、『スポットライト』『流転の波止場』（山内惠介）

「愛しゃ愛しゃ」

発行人／一般社団法人 日本音楽著作権協会　浅石道夫　〒151-8540 東京都渋谷区上原3-6-12　☎（03）3481-2121（大代表）　
http://www.jasrac.or.jp
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会長就任のご挨拶

会　長

■甚大な被害を受けた地域の事業者の皆さまの著作物使用料につきまして、4月から
3か月間は、お支払いをいただかないこととし、7月よりご請求を再開いたしました。

■7月29日、いで会長と浅石理事長が、熊本県東京事務所（千代田区）を訪問し、
JASRACの会員・信託者・役職員から募った義援金300万円（目録）を同事務所の
渡邉純一所長にお渡ししました。

熊本地震で被災された皆さまに、
心からのお見舞いを申し上げるとともに、
一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

常任理事
世古 和博
齊藤 眞美
伊澤 一雅
中戸川 直史

常務理事
北田 暢也
大橋 健三
宮脇 正弘

石原 信一
「越冬つばめ」（森昌子）、「かけめぐる青春」（ビューティ・ペア）

岡田 冨美子
「ロンリー・チャップリン」（鈴木聖美）、「来夢来人」（小柳ルミ子）

喜多條 忠
「神田川」（南こうせつとかぐや姫）、「メランコリー」（梓みちよ）

たきの えいじ
「とまり木」（小林幸子）、「ふりむけばヨコハマ」（マルシア）

前田 たかひろ
「Don’t wanna cry」（安室奈美恵）、「眠レナイ夜ハ眠ラナイ夢ヲ」（柴咲コウ）

山田 孝雄
「昭和枯れすすき」（さくらと一郎）、「おんなの出船」（松原のぶえ）

岡 千秋
「浪花恋しぐれ」（都はるみ）、「長良川艶歌」（五木ひろし）

小六 禮次郎
「映画『ゴジラ』」、「大河ドラマ『秀吉』」

千住 明
「大河ドラマ『風林火山』」、「ピアノ協奏曲『宿命』」

四方 章人
「浪花節だよ人生は」（細川たかし）、「人生みちづれ」（天童よしみ）

若草 恵
「ふたりの船唄」（天童よしみ）、「海峡の宿」（伍代夏子）

渡辺 俊幸
「映画『モスラ』」、「大河ドラマ『毛利元就』」

上原 徹（株式会社フジパシフィックミュージック） 
大山 健（ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング合同会社） 
久保田 匠（株式会社エムシーキャビン音楽出版） 
桑波田 景信（株式会社日音） 
竹内 一（渡辺音楽出版株式会社） 
堀 一貴（大洋音楽株式会社）

理事長
浅石 道夫
1975年JASRAC入社。神戸支部長、経理部長、秘書部長、
総務本部副本部長を歴任。
2007年10月常任理事、2012年6月常務理事。65歳。

理事　「」は主な作品
鈴木 寛
角田 政芳
玉井 克哉
宮武 久佳

監事
聖川 湧
峰崎 林二郎
大井 和人（学識経験者）

常勤監事
宮内 隆

作
詞
者

作
曲
者

作
曲
者

音
楽
出
版
者

学
識
経
験
者

新役員が
決まりました

1941年長野県生まれ。早稲田大学卒業後、作曲家・遠藤実に師事し作詞の道
に入る。多くのヒット曲を世に出し、日本レコード大賞ロングセラー賞、同作詞賞を
受賞したほか、文化庁長官表彰（2006年）、外務大臣表彰（2015年）を受ける。
主な作品に、『すきま風』（杉良太郎）、『北国の春』（千昌夫）、『昭和流れうた』
（森進一）、『人道』（北島三郎）、『一期一会』（田川寿美）など。

【プロフィール】

ま

普

歌
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私 の オ フ ス テ ー ジ vol.14

P r o f i l e

1949年栃木県生まれ。歌手として「敏いとうとハッピー&ブルー」で活躍後、
『たった二年と二ヶ月で』（作詞：阿久悠／作曲：水森英夫）をリリース。
1977年からは作曲家として活動。手掛けた作品は日本レコード大賞や
日本有線大賞など数々の賞を受賞。氷川きよし、森山愛子、山内惠介ら
数多くの人気歌手を育て、来年デビュー55周年を迎える。1976年から
JASRACメンバー。

しゃりがわ

しべつがわ あばしりがわ

いたごがさ

おんしょく

みずも

ジャスラック

あさいし みちお

かな

みずもり ひでお

かな

写真提供：日本コロムビア

　4月1日にJASRACの16代会長に就任いたしました。皆さま方には平素より、
JASRACの業務にご理解をいただき、心から感謝しております。
　私たち作詞家・作曲家は、良い作品をつくるため日々努力を重ねております。
ようやく生み出した血と汗の結晶とも言える作品が皆さまに愛されることは、
作家にとってこの上ない喜びです。
　皆さまからお支払いいただいた著作物使用料は、JASRACを通じて確実に
私たち作家のもとに分配されています。このことが私たちにとって、更に良い作品
を生み出すための糧となっています。
　インターネットやモバイル機器などの飛躍的な発展により、音楽の利用形態が
多様化し、音楽著作権を取り巻く環境は大きく変化しています。利用者の皆さま
からはJASRACに対し、より利便性の高い迅速な対応が求められていると実感
しております。
　皆さまから愛されるJASRACになるよう、会長として努めたいと思います。
これからも一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。
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前年度に、JASRACからの著作物
使用料の分配額が多かった作品の
作詞者・作曲者・音楽出版者の功績と
栄誉を称え表彰するもので、1982年
に創設、今年で34回目を迎えました。
使用料の分配額が最も多かった国内
の上位3作品に金・銀・銅賞、外国作品
に外国作品賞、海外の著作権管理団体
からの入金額が最も多かった国内
作品に国際賞を贈呈しています。

R.Y.U.S.E.I.
アーティスト : 三代目J Soul Brothers from EXILE TRIBE

作詞者 :    STY
作曲者 :    STY
　　　　   Maozon
音楽出版者 :  エイベックス・ミュージック・パブリッシング（株）

恋するフォーチュンクッキー
アーティスト : AKB48

作詞者 :    秋元 康
作曲者 :    伊藤 心太郎
音楽出版者 :  （株）AKS

JASRAC賞とは

糸
アーティスト : 中島 みゆき

作詞者 :    中島 みゆき
作曲者 :    中島 みゆき
音楽出版者 :  （株）ヤマハミュージックパブリッシング

賞をくださるとの御連絡をいただいて、驚きました。

｢糸｣ はヒット曲とかいうイメージには程遠い地味な曲だと

思っていたのですが、いつのまにかカラオケで

歌ってくださる方がたくさんおいでだった、と知らされて、

あらためて心より感謝申し上げます。

中島 みゆきさんのメッセージ

国内作品第1位 国内作品第2位銀賞 国内作品第3位銅賞金賞

キテレツ大百科BGM
作曲者 : 菊池 俊輔

20年以上も前に創った作品が、
こうして今も、世界中のたくさん
の人たちにアニメと一緒に届けら
れていることを嬉しく思います。
ありがとうございました。

菊池 俊輔さんの
メッセージ

海外からの入金が
最も多かった国内作品国際賞

作詞・作曲者 :  KRISTEN ANDERSON-LOPEZ
　　　　　　   ROBERT LOPEZ
音楽出版者　O.P.：WONDERLAND MUSIC COMPANY INC 
　　　　　　S.P.：（株）日音
 　　　　　　　　（株）ヤマハミュージックパブリッシング 
　　　　　     ※O.P.=オリジナルパブリッシャー、S.P.=サブパブリッシャー

外国作品第1位外国作品賞

"LET IT GO"
from the DISNEY film "FROZEN"
「レット・イット・ゴー　～ありのままで～」
ディズニー映画「アナと雪の女王」より

2

カラオケ ベスト10
1

2

3

4

5

6
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糸（中島 みゆき）

R.Y.U.S.E.I.
（三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE）

ひまわりの約束（秦 基博）

ハナミズキ（一青 窈）

STORY（AI）

奏（かなで）（スキマスイッチ）

Darling（西野 カナ）

栄光の架橋（ゆず）

小さな恋のうた（MONGOL800）

残酷な天使のテーゼ（高橋 洋子）

中島 みゆき

STY

秦 基博

一青 窈

AI

大橋 卓弥
常田 真太郎

西野 カナ

北川 悠仁

上江洌 清作

及川 眠子

中島 みゆき

STY
Maozon

秦 基博

マシコタツロウ

2 SOUL

大橋 卓弥
常田 真太郎

山口 隆志

北川 悠仁

MONGOL800

佐藤 英敏

作詞者 作曲者作品名（アーティスト）順位

このような栄誉ある賞をいただけたことを
感謝申し上げます。この曲はアーティスト
の方はもちろん、レコード会社、プロダク
ション、出版者、所属事務所であるDigzの
皆で創り上げた作品です。多くの方に私た
ちの想いが伝わったことをとても嬉しく思
います。ありがとうございました。

STY（エス・ティ・ワイ）さんのメッセージ

作詞・作曲者

私たちが創った曲が、こういった賞
をいただけるとは思ってもみなかっ
たので、とてもびっくりしています。
ただただ、感謝を申し上げます。あり
がとうございました。

Maozon（マオゾン）さんのメッセージ

作曲者

こんなに素敵な賞を、2年続けて
いただいたことを光栄に思います。
僕を支えてくれている人たち、AKB48
のみんな、そして秋元先生への感謝
の気持ちと、この喜びを忘れずに、
これからも笑顔と元気を届けられる
楽曲を創っていきたいと思います。
ありがとうございました。

伊藤 心太郎さんのメッセージ

作曲者

作曲者

昨年の金賞に引き続き、JASRAC賞の
銀賞をいただけたことを光栄に思いま
す。流行歌という言葉が使われなく
なった時代に、同じ曲で2年連続、賞を
いただけたことに大きな意味を感じて
います。多くの方に長く親しまれる
流行歌の可能性は、作詞家として励み
になります。ありがとうございました。

秋元 康さんのメッセージ

作詞者 作詞・作曲者

MaozonさんMaozonさんSTYさんSTYさん 伊藤 心太郎さん伊藤 心太郎さん秋元 康さん秋元 康さん 中島 みゆきさん中島 みゆきさん

菊池 俊輔さん菊池 俊輔さん

4

5

6

7

8

9

10

ルパン三世のテーマ'78（大野 雄二）

ハナミズキ（一青 窈）

ひまわりの約束（秦 基博）

O.R.I.O.N.
（三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE）

東京ブギウギ（笠置 シヅ子）

翼をください（赤い鳥）

僕たちは戦わない（AKB48）

　　ー

一青 窈

秦 基博

STY

鈴木 勝

山上 路夫

秋元 康

大野 雄二

マシコタツロウ

秦 基博

STY
Maozon

服部 良一

村井 邦彦

YO-HEY

作詞者 作曲者作品名（アーティスト）順位

国内作品 第4～10位
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前年度に、JASRACからの著作物
使用料の分配額が多かった作品の
作詞者・作曲者・音楽出版者の功績と
栄誉を称え表彰するもので、1982年
に創設、今年で34回目を迎えました。
使用料の分配額が最も多かった国内
の上位3作品に金・銀・銅賞、外国作品
に外国作品賞、海外の著作権管理団体
からの入金額が最も多かった国内
作品に国際賞を贈呈しています。

R.Y.U.S.E.I.
アーティスト : 三代目J Soul Brothers from EXILE TRIBE

作詞者 :    STY
作曲者 :    STY
　　　　   Maozon
音楽出版者 :  エイベックス・ミュージック・パブリッシング（株）

恋するフォーチュンクッキー
アーティスト : AKB48

作詞者 :    秋元 康
作曲者 :    伊藤 心太郎
音楽出版者 :  （株）AKS

JASRAC賞とは

糸
アーティスト : 中島 みゆき

作詞者 :    中島 みゆき
作曲者 :    中島 みゆき
音楽出版者 :  （株）ヤマハミュージックパブリッシング

賞をくださるとの御連絡をいただいて、驚きました。

｢糸｣ はヒット曲とかいうイメージには程遠い地味な曲だと

思っていたのですが、いつのまにかカラオケで

歌ってくださる方がたくさんおいでだった、と知らされて、

あらためて心より感謝申し上げます。

中島 みゆきさんのメッセージ

国内作品第1位 国内作品第2位銀賞 国内作品第3位銅賞金賞

キテレツ大百科BGM
作曲者 : 菊池 俊輔

20年以上も前に創った作品が、
こうして今も、世界中のたくさん
の人たちにアニメと一緒に届けら
れていることを嬉しく思います。
ありがとうございました。

菊池 俊輔さんの
メッセージ

海外からの入金が
最も多かった国内作品国際賞

作詞・作曲者 :  KRISTEN ANDERSON-LOPEZ
　　　　　　   ROBERT LOPEZ
音楽出版者　O.P.：WONDERLAND MUSIC COMPANY INC 
　　　　　　S.P.：（株）日音
 　　　　　　　　（株）ヤマハミュージックパブリッシング 
　　　　　     ※O.P.=オリジナルパブリッシャー、S.P.=サブパブリッシャー

外国作品第1位外国作品賞

"LET IT GO"
from the DISNEY film "FROZEN"
「レット・イット・ゴー　～ありのままで～」
ディズニー映画「アナと雪の女王」より

2

カラオケ ベスト10
1

2

3

4

5

6

7

8
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糸（中島 みゆき）

R.Y.U.S.E.I.
（三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE）

ひまわりの約束（秦 基博）

ハナミズキ（一青 窈）

STORY（AI）

奏（かなで）（スキマスイッチ）

Darling（西野 カナ）

栄光の架橋（ゆず）

小さな恋のうた（MONGOL800）

残酷な天使のテーゼ（高橋 洋子）

中島 みゆき

STY

秦 基博

一青 窈

AI

大橋 卓弥
常田 真太郎

西野 カナ

北川 悠仁

上江洌 清作

及川 眠子

中島 みゆき

STY
Maozon

秦 基博

マシコタツロウ

2 SOUL

大橋 卓弥
常田 真太郎

山口 隆志

北川 悠仁

MONGOL800

佐藤 英敏

作詞者 作曲者作品名（アーティスト）順位

このような栄誉ある賞をいただけたことを
感謝申し上げます。この曲はアーティスト
の方はもちろん、レコード会社、プロダク
ション、出版者、所属事務所であるDigzの
皆で創り上げた作品です。多くの方に私た
ちの想いが伝わったことをとても嬉しく思
います。ありがとうございました。

STY（エス・ティ・ワイ）さんのメッセージ

作詞・作曲者

私たちが創った曲が、こういった賞
をいただけるとは思ってもみなかっ
たので、とてもびっくりしています。
ただただ、感謝を申し上げます。あり
がとうございました。

Maozon（マオゾン）さんのメッセージ

作曲者

こんなに素敵な賞を、2年続けて
いただいたことを光栄に思います。
僕を支えてくれている人たち、AKB48
のみんな、そして秋元先生への感謝
の気持ちと、この喜びを忘れずに、
これからも笑顔と元気を届けられる
楽曲を創っていきたいと思います。
ありがとうございました。

伊藤 心太郎さんのメッセージ

作曲者

作曲者

昨年の金賞に引き続き、JASRAC賞の
銀賞をいただけたことを光栄に思いま
す。流行歌という言葉が使われなく
なった時代に、同じ曲で2年連続、賞を
いただけたことに大きな意味を感じて
います。多くの方に長く親しまれる
流行歌の可能性は、作詞家として励み
になります。ありがとうございました。

秋元 康さんのメッセージ

作詞者 作詞・作曲者

MaozonさんMaozonさんSTYさんSTYさん 伊藤 心太郎さん伊藤 心太郎さん秋元 康さん秋元 康さん 中島 みゆきさん中島 みゆきさん

菊池 俊輔さん菊池 俊輔さん

4

5

6

7

8

9

10

ルパン三世のテーマ'78（大野 雄二）

ハナミズキ（一青 窈）

ひまわりの約束（秦 基博）

O.R.I.O.N.
（三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE）

東京ブギウギ（笠置 シヅ子）

翼をください（赤い鳥）

僕たちは戦わない（AKB48）

　　ー

一青 窈

秦 基博

STY

鈴木 勝

山上 路夫

秋元 康

大野 雄二

マシコタツロウ

秦 基博

STY
Maozon

服部 良一

村井 邦彦

YO-HEY

作詞者 作曲者作品名（アーティスト）順位

国内作品 第4～10位
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● BGMが持つマスキング効果

皆さまからよく寄せられる質問にお答えします。

● お店に合わせたボリュームやジャンル

マスキングとは“包み隠す”という意味です。皆さんは、掃除機の
音でテレビの音が聞こえなくなってしまった、という経験はあり
ませんか？これが音のマスキング効果です。BGMを流すことで、
飲食店での隣の席の会話やキッチンの中の雑音が気にならなく
なり、より居心地の良い空間を演出することができます。

例えば、カフェでは会話の邪魔にならないくらいの音量に設定す
ると良く、音量の変化が少ないボサノヴァなどのジャンルがおす
すめです。お酒を提供するお店では、酔いが回ると感覚が鈍るの
で、状況に合わせて音量を上げることも大切です。一方で「音が
非常に大きい場所では味を感じにくくなる」という実験結果もあ
り、上げ過ぎには注意したいところです。アパレル・衣料品店で
は、お客さまのワクワクした気分に合わせて、リズム感のある
BGMを少し大きめの音量で流すのも良いでしょう。

飲食店では、お店の方と、お客さまがいらっしゃるスペースが異
なることも多いのではないでしょうか。音量のチェックは、お客さ
まが実際に来られるスペースで行うことが大切です。また、時間
が経つと大きな音でも耳が慣れてくるため、ある程度の時間聴
いてから判断しましょう。他にも、会話が増える混雑時や、そうで
ない時、それぞれにふさわしい音量がありますので、ぜひ工夫し
てみてください。

● 空間に合わせた音楽を
カウンターのみのこじんまりとしたバーから、天井が高く数十席
あるヘアサロンまで、お店の広さはさまざまです。狭い空間にフ
ルオーケストラの音楽はなじみにくいですが、ホテルのロビーの
ような広がりのある空間には自然と合うものです。居心地の良
い空間は、音量の調整に加え、空間とBGMのジャンルを上手に
合わせて、より上質な雰囲気をつくり出しています。タダモノでは
ないBGM、その効果を改めて見つめ直してはいかがでしょうか？

お店のBGMのタダモノではない実力。
今回も音環境コンサルタントの齋藤寛
さんにお話を伺いました。前号では、「速い
テンポの曲を聴くと時間の流れを速く
感じる」、「ターゲットを具体的に設定して
選曲するとコンセプトに共感する人たち
が集まる」というBGMの驚きの効果を
ご紹介いただきました。今回のテーマは
“ボリューム（音量）”です！

BGMの効果
JASRAC Q&AJASRAC Q&A

　新潟大学教育学部芸術学科でピア
ノ演奏と音楽心理学を専攻。音や音楽
が人の感情に及ぼす影響について研
究する。飲食店やオフィスなど商用

BGMに関するコンサルティング、ラジオ、テレビ、雑誌な
どメディア露出も多数。

▶▶▶ http://www.otokan.com/

音環境コンサルタント 齋藤 寛さん

さらに詳しく知りたい方は
『心を動かす音の心理学
～行動を支配する音楽の力～』

タダモノではない！

ー +
VOLUME

第2弾

ヤマハミュージックメディア ISBN 978-4-636-85578-4
定価 1,500 円（税別）

JASRACオリジナルキャラクター

ひろし

「JASRACだより」をご覧いただきありがとうございます。
今後の紙面づくりの参考とさせていただきますので、同封のアンケートへのご協力をお願いいたします。

使用料はどのように決まるの？

利用者の皆さまを代表する団体と協議しながら使用料規定をつくり、文化庁に届け出てから実施しています。 A
Q

利用の仕方や曲数などの実情をうかがうほか、共通点のある他の利用形態や外国の著作権管理団体での
料率等を参考に、使用料の額や利用楽曲の報告方法などについて協議を重ねています。

どのような内容の協議なの？

歌謡教室（カラオケ教室、ボーカルスクールなど）での演奏等について、4月から許諾を開始しました。（▶詳細は6ページに掲載）

カラオケ教室でも手続きが必要になったの？

権利者（作詞者・作曲者・音楽出版者）に分配されます。

支払った使用料は、どのように使われるの？

BGMの管理手数料率は？

現在は12％です。

文化庁長官に届け出た管理手数料率の範囲内で、徴収実績と経費の状況を勘案して
実際に適用する料率（実施料率）を定めています。

著作権管理等を行うため、JASRACの業務運営の経費に充てられます。

管理手数料は何に使われているの？

よりきめ細やかな分配をするため、一部の利用形態については施設の皆さまに利用楽曲のご報告をお願いし、
分配するためのデータに反映しております。ご理解・ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

使用料の分配は、「著作物使用料分配規程」に基づき、毎年6月、9月、12月、3月の4回に分けて行われ、
JASRACへお支払いいただいた使用料から管理手数料、源泉所得税を控除した金額が分配されます。

権利者にはどのような方法で分配しているの？

利用形態ごとに分配のルールが異なるため、詳しくはホームページ内「JASRACの分配のしくみ」をご覧ください。

JASRACが管理する作品は、作品データベース検索サービス「J-WID」で調べることができます。

JASRACは、世界各国の122の著作権管理団体と契約を結んでおり、外国の団体の管理作品を日本国内で
利用する場合は、日本の作品と同じようにJASRACに手続きをしていただくことで、利用することができます。

外国の音楽をお店のBGMで流しても大丈夫？ ● 適正なボリュームを確認するには

ジェイ  ウィッド
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● BGMが持つマスキング効果

皆さまからよく寄せられる質問にお答えします。

● お店に合わせたボリュームやジャンル

マスキングとは“包み隠す”という意味です。皆さんは、掃除機の
音でテレビの音が聞こえなくなってしまった、という経験はあり
ませんか？これが音のマスキング効果です。BGMを流すことで、
飲食店での隣の席の会話やキッチンの中の雑音が気にならなく
なり、より居心地の良い空間を演出することができます。

例えば、カフェでは会話の邪魔にならないくらいの音量に設定す
ると良く、音量の変化が少ないボサノヴァなどのジャンルがおす
すめです。お酒を提供するお店では、酔いが回ると感覚が鈍るの
で、状況に合わせて音量を上げることも大切です。一方で「音が
非常に大きい場所では味を感じにくくなる」という実験結果もあ
り、上げ過ぎには注意したいところです。アパレル・衣料品店で
は、お客さまのワクワクした気分に合わせて、リズム感のある
BGMを少し大きめの音量で流すのも良いでしょう。

飲食店では、お店の方と、お客さまがいらっしゃるスペースが異
なることも多いのではないでしょうか。音量のチェックは、お客さ
まが実際に来られるスペースで行うことが大切です。また、時間
が経つと大きな音でも耳が慣れてくるため、ある程度の時間聴
いてから判断しましょう。他にも、会話が増える混雑時や、そうで
ない時、それぞれにふさわしい音量がありますので、ぜひ工夫し
てみてください。

● 空間に合わせた音楽を
カウンターのみのこじんまりとしたバーから、天井が高く数十席
あるヘアサロンまで、お店の広さはさまざまです。狭い空間にフ
ルオーケストラの音楽はなじみにくいですが、ホテルのロビーの
ような広がりのある空間には自然と合うものです。居心地の良
い空間は、音量の調整に加え、空間とBGMのジャンルを上手に
合わせて、より上質な雰囲気をつくり出しています。タダモノでは
ないBGM、その効果を改めて見つめ直してはいかがでしょうか？

お店のBGMのタダモノではない実力。
今回も音環境コンサルタントの齋藤寛
さんにお話を伺いました。前号では、「速い
テンポの曲を聴くと時間の流れを速く
感じる」、「ターゲットを具体的に設定して
選曲するとコンセプトに共感する人たち
が集まる」というBGMの驚きの効果を
ご紹介いただきました。今回のテーマは
“ボリューム（音量）”です！

BGMの効果
JASRAC Q&AJASRAC Q&A

　新潟大学教育学部芸術学科でピア
ノ演奏と音楽心理学を専攻。音や音楽
が人の感情に及ぼす影響について研
究する。飲食店やオフィスなど商用

BGMに関するコンサルティング、ラジオ、テレビ、雑誌な
どメディア露出も多数。

▶▶▶ http://www.otokan.com/

音環境コンサルタント 齋藤 寛さん

さらに詳しく知りたい方は
『心を動かす音の心理学
～行動を支配する音楽の力～』

タダモノではない！

ー +
VOLUME

第2弾

ヤマハミュージックメディア ISBN 978-4-636-85578-4
定価 1,500 円（税別）

JASRACオリジナルキャラクター

ひろし

「JASRACだより」をご覧いただきありがとうございます。
今後の紙面づくりの参考とさせていただきますので、同封のアンケートへのご協力をお願いいたします。

使用料はどのように決まるの？

利用者の皆さまを代表する団体と協議しながら使用料規定をつくり、文化庁に届け出てから実施しています。 A
Q

利用の仕方や曲数などの実情をうかがうほか、共通点のある他の利用形態や外国の著作権管理団体での
料率等を参考に、使用料の額や利用楽曲の報告方法などについて協議を重ねています。

どのような内容の協議なの？

歌謡教室（カラオケ教室、ボーカルスクールなど）での演奏等について、4月から許諾を開始しました。（▶詳細は6ページに掲載）

カラオケ教室でも手続きが必要になったの？

権利者（作詞者・作曲者・音楽出版者）に分配されます。

支払った使用料は、どのように使われるの？

BGMの管理手数料率は？

現在は12％です。

文化庁長官に届け出た管理手数料率の範囲内で、徴収実績と経費の状況を勘案して
実際に適用する料率（実施料率）を定めています。

著作権管理等を行うため、JASRACの業務運営の経費に充てられます。

管理手数料は何に使われているの？

よりきめ細やかな分配をするため、一部の利用形態については施設の皆さまに利用楽曲のご報告をお願いし、
分配するためのデータに反映しております。ご理解・ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

使用料の分配は、「著作物使用料分配規程」に基づき、毎年6月、9月、12月、3月の4回に分けて行われ、
JASRACへお支払いいただいた使用料から管理手数料、源泉所得税を控除した金額が分配されます。

権利者にはどのような方法で分配しているの？

利用形態ごとに分配のルールが異なるため、詳しくはホームページ内「JASRACの分配のしくみ」をご覧ください。

JASRACが管理する作品は、作品データベース検索サービス「J-WID」で調べることができます。

JASRACは、世界各国の122の著作権管理団体と契約を結んでおり、外国の団体の管理作品を日本国内で
利用する場合は、日本の作品と同じようにJASRACに手続きをしていただくことで、利用することができます。

外国の音楽をお店のBGMで流しても大丈夫？ ● 適正なボリュームを確認するには

ジェイ  ウィッド
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JASRAC  TOPICS

歌謡教室・カラオケ教室での許諾を開始

　4月1日から、歌謡・カラオケ教室での演奏利用について許諾を開始しました。
　カルチャーセンター内の歌謡教室やカラオケ講座でのJASRAC管理楽曲の利用に
ついては、2012年4月にすでに許諾を開始していることから、公平性の観点など
を踏まえ、利用者の団体等との交渉を重ねた結果、この4月から許諾を開始すること
となりました。
　2016年8月現在で、全国1,500件余りの施設のうち1,200件を超える施設
からお手続きをいただきました。
　カラオケ愛好家の皆さま、歌謡・カラオケ教室をご経営の皆さまには、音楽文化の
発展のためにも、一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。

BGMを適法に
ご利用いただくための取組み

　昨年の「BGM利用手続き推進月間」の実施に続いて、お店などの
施設がBGMを適法に利用するための取組みを行いました。

　お店などの施設への文書の送付・電話・訪問などの方法による、
音楽のご利用状況の確認と手続きのご案内に加え、BGMの事業者
団体と業務協定を結び、申込書の取りまとめ業務の委託を開始しま
した。

　美容業界の専門誌や美容室検索ウェブサイトに手続きに関する
広告を掲載したほか、6月には、BGMを利用していながら音楽著作権の
手続きが済んでいない全国の187事業者、212店舗に対し、全国の
簡易裁判所に民事調停を申し立てました。

　JASRACは今後も、皆さまに音楽を適法にご利用いただくための
取組みを推進してまいります。

1987

1989

2002

2011

2012

2016

カラオケ

各種施設における音楽利用
～ 管理の沿革 ～

カラオケ施設

各種施設でのBGM

フィットネスクラブ

カルチャーセンター

歌謡教室

（抜粋）

スナックなど飲食店での

（カラオケボックス、
カラオケルーム）

（カラオケ教室、
ボーカルスクールなど）

第2回「JASRAC音楽文化賞」を贈呈

　JASRAC音楽文化賞は、売上や利用実績などの数字には表れない地道な活動
を行っている個人・団体・作品等に光をあて、音楽文化の発展に寄与した功績を
称え顕彰することにより、今後の活動への励みとしていただくとともに、わが国に
ゆたかな音楽風土が築かれることを願い、2014年、JASRAC創立75周年を機に
新たな顕彰制度として創設されました。2015年、第2回の受賞者はこちらの
方々に決まりました。

■ 木曽音楽祭実行委員会
生の音楽を体験する機会の少ない山間の地
で、町、住民が一体となって40年以上にわたり
地道に手作りの音楽祭を継続し、音楽が地域
に深く根付く、ひとつのモデルケースを示した。

■ 長崎県オペラ協会・OMURA室内合奏団（創作オペラ「いのち」）
困難を乗り越え継続してきた両団体の活動が、長崎の被爆をテーマとする創作オペラ「いのち」
の東京初演に結実。地方で文化を育てる意義を全国に発信した。

「こころ音プロジェクト」の基金から
釜石市に1,000万円を寄付

　東日本大震災からの復興と被災地の音楽文化の振興に役立てていただくこ
とを目的として、賛同いただいた会員・信託者から、音楽作品の著作物使用料を
拠出していただく「こころ音プロジェクト」。昨年12月、岩手県釜石市の市民ホール
の建設費用の一部として「こころ音基金」から1,000万円を支出しました。
　野田武則釜石市長からは「東日本大震災からの復興はまだ道半ばですが、
“またみんなで集える場所がほしい”と市民からの要望を受け、被災した旧釜石
市民文化会館を再建することとなりました。寄付してくださった皆さまの気持ち
に報いるためにも、一刻も早い復興をめざして取り組んでいきます」とお言葉を
いただきました。
　「こころ音基金」を用いた支援活動については、被災地の今後の状況や必要
性を考慮したうえで、引き続き支援内容を決定していきます。
（基金残高：29,350,732円 ※2016年9月現在）
　新たに誕生する市民ホールが釜石市の皆さまに永く愛され、多くの感動と
希望が生まれることを心より願っています。

【歌謡教室使用料】 ※下表の金額に消費税相当額が加算されます。
①年間の包括的利用許諾契約を
　結ぶ場合の使用料

②年間の包括的利用許諾契約を
　結ばない場合の使用料

講座1回あたりの平均受講者数 講座1回あたりの平均受講者数

5名まで

5名を超え10名まで

10名を超え30名まで

30名を超え50名まで

以降50名を越えるごと

5名まで

5名を超え10名まで

10名を超え30名まで

30名を超え50名まで

以降50名を越えるごと

4,500円

9,000円

18,000円

27,000円

9,000円を加算

45円

90円

180円

270円

90円を加算

月 額 1曲1回5分まで
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歌謡教室・カラオケ教室での許諾を開始

　4月1日から、歌謡・カラオケ教室での演奏利用について許諾を開始しました。
　カルチャーセンター内の歌謡教室やカラオケ講座でのJASRAC管理楽曲の利用に
ついては、2012年4月にすでに許諾を開始していることから、公平性の観点など
を踏まえ、利用者の団体等との交渉を重ねた結果、この4月から許諾を開始すること
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からお手続きをいただきました。
　カラオケ愛好家の皆さま、歌謡・カラオケ教室をご経営の皆さまには、音楽文化の
発展のためにも、一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。

BGMを適法に
ご利用いただくための取組み

　昨年の「BGM利用手続き推進月間」の実施に続いて、お店などの
施設がBGMを適法に利用するための取組みを行いました。
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した。
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　「こころ音基金」を用いた支援活動については、被災地の今後の状況や必要
性を考慮したうえで、引き続き支援内容を決定していきます。
（基金残高：29,350,732円 ※2016年9月現在）
　新たに誕生する市民ホールが釜石市の皆さまに永く愛され、多くの感動と
希望が生まれることを心より願っています。
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とめて休みが取れると、渓流
釣りに行きます。60歳を過

ぎたら釣りをやりたいとずっと思って
いました。小さい頃は近所の川で、
父親に教えてもらいながらやってい
ましたが、大人になってからは一度も
できなかったので。北海道の斜里川、
標津川、網走川辺りで、ニジマスや
ヤマメ、アメマス、オショロコマなんか
を釣りにいきます。すぐにリリース
しちゃいますけどね（笑）。
　本を読むことが好きで、特に
藤沢周平さんが大好きです。作家
の生まれ故郷に行って、その地域の
ことを調べて、「あの作品はこういう
背景から生まれたのかな」とか「この
環境で育ったからこういう描き方が
できるのかな」とか、想像をふくらま
せて楽しんでいます。

段の仕事の合間は、近所
に弟子がたくさん住んでい

るので、家に来たり、どこかに連れ
て行ったり、一緒に食事をしたり。
相撲部屋みたいなもので、家内
はまさに“おかみさん”です（笑）。
氷川きよしくんもデビュー前は毎日
のように家に来ていて、僕のこども
の面倒をみてくれていました。
　氷川くんの場合は、デビューする
まで3年以上のレッスン期間があっ
たので、その間にいろいろな作品を
歌ってもらって、得意な曲と苦手な
曲を見つけることができたのは幸運でした。
彼の『雪の渡り鳥』（三波春夫）を聴
いたときはものすごく感動しましたね。
『潮来笠』（橋幸夫）や『伊豆の佐太郎』
（高田浩吉）など、股旅演歌を歌わせてみ
ると、ことごとく良いんです。それで、股旅も
の（『箱根八里の半次郎』）でデビューさ
せよう、ということになりました。

には、誰にでも得意な曲と苦手な
曲というのがあるんです。プロでも

苦手な曲を歌うと調子を崩し、戻すまで苦労
します。僕のところにレッスンに来れば、5分
で治りますが、忙しくてそのままにしておくと
下手になってしまうんです。一般の方も同じで
すから、得意な曲を見つけることが大切です。
苦手な曲はできるかぎり歌わないこと。ワン
コーラス歌ってみて、3回難しいな、と思った
らすぐにやめましょう。反対に、さらっと歌え
ちゃった、という曲は自分に合うということで
すから、その曲を歌い込めばどんどん上手く
なります。

　それから、歌うときには目をつぶらな
いこと。目をつぶると、自己陶酔してしま
い、こう歌いなさい、という自分の中の
客観的な司令塔が消えて音色が
ひとつになってしまうんです。目を開け
て歌うことで、音色が広がり、バランス
も良くなってスケールが大きくなり、
表情も変わる。目で説得するように
歌えばもっと上手くなります。
　あとは、のどをつくり過ぎる人が多い
んですね。もちろん、こどもが棒読み
するような歌い方ではいけませんが、
のどをつくることに頼らずに雰囲気
をきちんとつくって表現できれば、
カラオケ大会で優勝ですよ（笑）。
　この三つは、私が40年以上レッスン
を続けて得た答えなんです。

歌もこのままではいけないと
思っています。演歌を三声で

歌う水雲-MIZMO-という女性三人組
がいて、こぶしまで三声でハモってし
まう。先日フランスで歌わせたらすごく
話題になって、他の国からも出演の
依頼が来ています。先に海外で評価
してもらって、いずれは日本でスター
にする、そういうこともやっていきたい
です。あとは、ルックスが良くて歌も
うまい逸材を見つけてスターにする。
まだまだ仕掛けていきますよ。
　僕がつくった曲を聴いて・歌って
いただいている全国の皆さん、歌手
も応援すると同時に、僕たち作家の

こともどうぞ応援してくださいね（笑）。

弟子を育てることが趣味みたいなものです
作曲家　水森 英夫さん

リリース情報

アーティスト：出光仁美
COCA-17231／10月19日発売
定価 1,300円（税込）

主な作品　『箱根八里の半次郎』『一剣』（氷川きよし）、『スポットライト』『流転の波止場』（山内惠介）

「愛しゃ愛しゃ」
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会長就任のご挨拶

会　長

■甚大な被害を受けた地域の事業者の皆さまの著作物使用料につきまして、4月から
3か月間は、お支払いをいただかないこととし、7月よりご請求を再開いたしました。

■7月29日、いで会長と浅石理事長が、熊本県東京事務所（千代田区）を訪問し、
JASRACの会員・信託者・役職員から募った義援金300万円（目録）を同事務所の
渡邉純一所長にお渡ししました。

熊本地震で被災された皆さまに、
心からのお見舞いを申し上げるとともに、
一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

常任理事
世古 和博
齊藤 眞美
伊澤 一雅
中戸川 直史

常務理事
北田 暢也
大橋 健三
宮脇 正弘

石原 信一
「越冬つばめ」（森昌子）、「かけめぐる青春」（ビューティ・ペア）

岡田 冨美子
「ロンリー・チャップリン」（鈴木聖美）、「来夢来人」（小柳ルミ子）

喜多條 忠
「神田川」（南こうせつとかぐや姫）、「メランコリー」（梓みちよ）

たきの えいじ
「とまり木」（小林幸子）、「ふりむけばヨコハマ」（マルシア）

前田 たかひろ
「Don’t wanna cry」（安室奈美恵）、「眠レナイ夜ハ眠ラナイ夢ヲ」（柴咲コウ）

山田 孝雄
「昭和枯れすすき」（さくらと一郎）、「おんなの出船」（松原のぶえ）

岡 千秋
「浪花恋しぐれ」（都はるみ）、「長良川艶歌」（五木ひろし）

小六 禮次郎
「映画『ゴジラ』」、「大河ドラマ『秀吉』」

千住 明
「大河ドラマ『風林火山』」、「ピアノ協奏曲『宿命』」

四方 章人
「浪花節だよ人生は」（細川たかし）、「人生みちづれ」（天童よしみ）

若草 恵
「ふたりの船唄」（天童よしみ）、「海峡の宿」（伍代夏子）

渡辺 俊幸
「映画『モスラ』」、「大河ドラマ『毛利元就』」

上原 徹（株式会社フジパシフィックミュージック） 
大山 健（ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング合同会社） 
久保田 匠（株式会社エムシーキャビン音楽出版） 
桑波田 景信（株式会社日音） 
竹内 一（渡辺音楽出版株式会社） 
堀 一貴（大洋音楽株式会社）

理事長
浅石 道夫
1975年JASRAC入社。神戸支部長、経理部長、秘書部長、
総務本部副本部長を歴任。
2007年10月常任理事、2012年6月常務理事。65歳。

理事　「」は主な作品
鈴木 寛
角田 政芳
玉井 克哉
宮武 久佳

監事
聖川 湧
峰崎 林二郎
大井 和人（学識経験者）

常勤監事
宮内 隆
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新役員が
決まりました

1941年長野県生まれ。早稲田大学卒業後、作曲家・遠藤実に師事し作詞の道
に入る。多くのヒット曲を世に出し、日本レコード大賞ロングセラー賞、同作詞賞を
受賞したほか、文化庁長官表彰（2006年）、外務大臣表彰（2015年）を受ける。
主な作品に、『すきま風』（杉良太郎）、『北国の春』（千昌夫）、『昭和流れうた』
（森進一）、『人道』（北島三郎）、『一期一会』（田川寿美）など。

【プロフィール】
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P r o f i l e

1949年栃木県生まれ。歌手として「敏いとうとハッピー&ブルー」で活躍後、
『たった二年と二ヶ月で』（作詞：阿久悠／作曲：水森英夫）をリリース。
1977年からは作曲家として活動。手掛けた作品は日本レコード大賞や
日本有線大賞など数々の賞を受賞。氷川きよし、森山愛子、山内惠介ら
数多くの人気歌手を育て、来年デビュー55周年を迎える。1976年から
JASRACメンバー。
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写真提供：日本コロムビア

　4月1日にJASRACの16代会長に就任いたしました。皆さま方には平素より、
JASRACの業務にご理解をいただき、心から感謝しております。
　私たち作詞家・作曲家は、良い作品をつくるため日々努力を重ねております。
ようやく生み出した血と汗の結晶とも言える作品が皆さまに愛されることは、
作家にとってこの上ない喜びです。
　皆さまからお支払いいただいた著作物使用料は、JASRACを通じて確実に
私たち作家のもとに分配されています。このことが私たちにとって、更に良い作品
を生み出すための糧となっています。
　インターネットやモバイル機器などの飛躍的な発展により、音楽の利用形態が
多様化し、音楽著作権を取り巻く環境は大きく変化しています。利用者の皆さま
からはJASRACに対し、より利便性の高い迅速な対応が求められていると実感
しております。
　皆さまから愛されるJASRACになるよう、会長として努めたいと思います。
これからも一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。




