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皆さまへ感謝をこめて
JASRAC会長として２期目を務めることとなりました。平素より、JASRACの業務に

ご理解いただき、心から御礼申し上げます。
皆さまからお支払いいただいたご利用の対価は、私たち作家のもとへ確実に還元

されています。これにより作家は新たな音楽作品を生み出し、また皆さまのもとへとお
届けすることができるようになります。
これまでの長きにわたり、作家が労苦をかけて生み出した音楽作品を奏で、歌い継ぐ

ことによって、この創造のサイクルをはぐくみ、日本の音楽文化の発展に貢献されて
きた皆さまへ感謝をこめて、このたび、感謝状を贈呈することといたしました。
今後も音楽作品が皆さまに寄り添い、事業がますます発展されることをお祈りいた

します。
JASRACは、皆さまへ敬意を表しつつ、世界に誇る日本の音楽文化のさらなる

発展に向けて、引き続き、公平・公正な著作権管理に取り組んで参ります。
今後ともご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

11月16日、感謝状をお贈りする対象の方を発表し、代表の方にお渡ししました。
感謝状をお贈りする皆さまは、別紙の「長期ご契約者で感謝状をお贈りする皆さま」をご参照ください。

このたびの「平成３０年７月豪雨」、「平成３０年北海道胆振東部地震」により
被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

被災された皆さまの生活が、一日も早く平穏に復することをお祈り申し上げます。

平成30年7月豪雨、北海道胆振東部地震で
被災された皆さまへ

会長

忘れられない人生初の
レコーディング
　これまでに私は、数多くの楽曲
の編曲に携わってきました。例え
ば、山口百恵さんの『横須賀ストー
リー』や『プレイバックPart2』、太
田裕美さんの『木綿のハンカチー
フ』など、皆さんがご存じの曲もたく
さんありますが…。私の中で一番
のターニングポイントは、それらの
ヒット曲ではありません。私はヤマ
ハの教室で作編曲を学んだのち、
スタジオ勤務などを経て、「ポピュ
ラーソングコンテスト」（ポプコン）
や番組「コッキーポップ」で応募の
あった音源をアレンジするように
なったのですが、そこでの「人生最
初のスタジオ・レコーディング」の日
が、今でも忘れられません。

最高の演奏がアレンジを
支える
　当時の「ポプコン」には、メロディ
のみ書かれた楽譜で応募する人も
少なくはなく、それを審査員が聴く
音源にするための編曲を行ってい
ました。初レコーディング当日、最高
ランクのスタジオミュージシャンによって、
私のアレンジが、素晴らしいリズムとサウ
ンドとなって演奏されたのです。その時の
高揚感や感動は、今も私の中に残って
おり、プロとしてやっていくための自信を
つけることができました。その経験を今も
大事にしているからこそ、演奏家の最高
の演奏が私のアレンジを支えてくれてい
ると感じますし、同時に感謝することもで
きています。

編曲の魅力は「無限の可能性」
　編曲とは何か？「編む」という字が使
われていることからも、作曲家からもらっ
た縦糸に、横糸を通して模様を描き出

す、と言うことができるのではないでしょ
うか。私はこの比喩が、とても気に入っ
ています！
　編曲家は、まず楽器が好きであること
が大事で、さらに複雑な構築がうまくいっ
た時の快感がたまらないという人に、とて
も向いている職業です。そして編曲の魅
力は、何と言っても「無限に可能性があ
ること」です。もちろんその都度、曲のコン
セプトに合うアレンジをチョイスすること
になりますが、それを引き出すプロデュー
サーやディレクターの存在も欠かせませ
ん。たとえば、山口百恵さんの『プレイ
バックPart2』で、ブレイクに続いてギター
がソロでフレーズを奏でるアイデアは、最

初からそういう指示があったんで
す。あれはプロデューサーの酒井政
利さんのアイデアだと思いますが、
ああいった「無茶ぶり」をする面白
いプロデューサーの存在が、ヒット
を生むためには欠かせないのです。

遊びでもクオリティーを
求める
　最近では、学生時代にやってい
たクラシックギターにはまっていて、
周りの友人たちも退職して時間が
あるので、こっそりライブをしていま
す。フォークソングなどのカバーをや
るんですが、職業病みたいなところ
があって、遊びでもクオリティーを求
めたくなってしまうんですね。遊びで
もなんでも人に聴いてもらうものな
のだから、どうせならいいものを提供
したいですから。「自分が本当にや
りたかったことは楽器の演奏だった
のかもな」と思ったりもします。ただ、
レコーディングにきたギタリストが私
だったら、下手すぎてすぐクビにしま
すけどね（笑）。

作編曲家　萩田 光雄さん

P r o f i l e

1965年慶應義塾大学工学部電気科入学、同校クラシカルギタークラブに
在籍。ヤマハ音楽振興会の作編曲コースで林雅彦氏に師事、同社録音ス
タジオ勤務の後、作編曲家を目指す。1973年、高木麻早『ひとりぼっちの
部屋』の編曲でデビュー。1975年FNS音楽祭最優秀編曲賞をはじめ、
1975年、1976年、2013年に日本レコード大賞編曲賞を受賞。長年にわ
たりポピュラー音楽界の第一線で作編曲家として活躍している。
1976年からＪＡＳＲＡＣメンバー。現在、ＪＡＳＲＡＣ編曲審査委員会委員長を
務める。 

主な編曲作品　『横須賀ストーリー』『プレイバックPart2』（山口百恵）、『木綿のハンカチーフ』（太田裕美）、『シクラメンのかほり』（布施明）、『待つわ』（あみん）など 

https://www.jasrac.or.jp8

私 の オ フ ス テ ー ジ vol.16
は ぎ た み つ お

　私が編曲家として携わった最初のヒット
曲が、1973年にリリースされた高木麻早さ
んの『ひとりぼっちの部屋』です。今では
笑っちゃうけど、イントロが１分もあって、間
奏もけっこう長いんですよね。当時はそうい
う編曲をたくさんしていましたが、あまり長い
とカラオケを歌う人が待ちきれなくなってしま
う。なので、カラオケ文化が根付いて以降、
無意識ですけど、どこかカラオケに気を遣っ
て作っている自分がいます。この曲を聴く
と、そんな昔のことを思い出します。

萩田光雄さんの直筆サイン色紙を抽選で５名様にプレゼント。
同封のアンケートハガキに必要事項をご記入のうえ、ご応募ください。
当選発表は発送をもって代えさせていただきます。（応募〆切：2019年1月31日）

『ひとりぼっちの部屋』
制作秘話

式典当日の様子式典当日の様子

撮影協力：サウンドインスタジオ撮影協力：サウンドインスタジオ

代表の方との記念撮影代表の方との記念撮影
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作詞者 作曲者作品名順位

国内作品 第4～10位

皆さまにお支払いいただいた使用料は、利用された作品ごとに、作詞者・
作曲者・音楽出版者などの権利者に分配しています。
ＪＡＳＲＡＣでは、前年度に分配した使用料が多かった作品を「ＪＡＳＲＡＣ賞」
として発表しており、今年は5月23日に贈呈式を行いました。
2017年度に分配の対象となった作品は約230万曲。
そのなかで、見事2018年のＪＡＳＲＡＣ賞に輝いた作品をご紹介します。

2018年
JASRAC賞

金賞 国内作品 第1位

恋
作詞 ・ 作曲者 ： 星野 源
音楽出版者 ： （株） 日音

星野 源さんのコメント

星野 源さん星野 源さん

銀賞 国内作品 第2位

ドラゴンクエスト序曲
作曲者 ： すぎやま こういち
音楽出版者 ： スギヤマ工房 （有）

すぎやま こういちさんのコメント
去年は銅賞を頂いて、今年はなんと「♪パカパパッパッパッ
パ～」（注：ドラゴンクエストでレベルアップする時の音）と、
銀賞にレベルアップしました。ありがたいことでございま
す。とても嬉しいのは、オーケストラ音楽で受賞できたとい
うことです。関係者の皆さまのおかげと、大変感謝しており
ます。ドラゴンクエストという強力なゲームのおかげで受賞
できたので、今後もこの作品の音楽を一生懸命創り、ます
ますオーケストラ音楽で頑張っていきたいと思っておりま
す。本当にありがとうございました。

すぎやま こういちさんすぎやま こういちさん

銅賞 国内作品 第3位

ＵＦＯ
作詞者 ： 阿久 悠　作曲者 ： 都倉 俊一
音楽出版者 ： 日本テレビ音楽（株）

都倉 俊一さんのコメント
3年前まで会長をやっていた頃は、
（JASRAC賞を）差し上げたことは何回も
あったのですが、頂くのは初めてというこ
とで、できれば自分で自分にあげたかっ
たという気持ちも多少はあります。
このJASRAC賞、大変に光栄に感じてお
ります。ありがとうございました。

（株） 阿久悠　深田 太郎さんのコメント
1977年に阿久が作詞した歌が、時代を超えて今なお皆さまに愛され
続けていること、息子として誇りに思っております。阿久がこの賞を頂く
のは初めてということで、本当に記念すべき日でございます。今日は、
「お父さん、やったよ。あなたが70年代に命をかけて創った歌が、2018
年のJASRAC賞を受賞しましたよ」。そう言って、母と二人で喜びを分
かち合いたいと思います。本当にどうもありがとうございました。

2018年の金賞を頂いたと聞き、すごく嬉しかった
です。
この歌は、それまでのJ-POPにはないバランスで、 
自分が面白いと思える瞬間だけでポップスを成立
させたいという気持ちで作った楽曲です。
そんな曲がこうして驚くほどたくさんの人に届いた
ことを、とても幸せに思います。

都倉 俊一さん都倉 俊一さん

1977年にレコードで発売されたこの作品。携帯電話会社のCMに利用され
たことなどからJASRAC賞を初受賞。

星野さんが出演したドラマの主題歌。
エンディングシーンのダンスの振付は
「恋ダンス」として大きな話題となり、
カラオケでも大人気に。

人気ゲーム「ドラゴンクエスト」シ
リーズのCMに継続して利用され、
昨年の「銅賞」に続いての受賞。

外国作品第1位

DAYDＲＥＡＭ ＢＥＬＩＥＶＥＲ
作詞・作曲者 ： JOHN C.STEWART
オリジナルパブリッシャー ：
SCREEN GEMS EMI MUSIC INC
サブパブリッシャー ： 
イーエムアイ音楽出版（株） フジパシフィック事業部

コンビニエンスストアのCM楽曲としてお馴染みの作品が、
2年連続の受賞。

国際賞 海外からの入金が最も多かった国内作品

ドラゴンボールZ BGM（TV）
作曲者 ： 菊池 俊輔
音楽出版者 ： （株）フジパシフィックミュージック

菊池 俊輔さんのコメント

菊池 俊輔さん菊池 俊輔さん

背景音楽はその映像作品と出会わなければ生まれ得ないものであり、30年以上も経った現在でも全世界で人気の
ある「ドラゴンボール」というアニメーション作品に携われたことを誇りに思います。
原作者の鳥山明先生はじめ東映アニメーション･フジテレビのスタッフの皆さんへの感謝とともに、フジパシフィック
ミュージックそしてJASRACのご尽力による国際賞を本日ありがたく頂戴いたします。ありがとうございました。

世代を超えて愛されてい
るアニメ作品の楽曲が、
海外でも根強い人気を誇
り、3度目の「国際賞」を
受賞。

お店などで音楽を
ご利用の皆さま

使用料のお支払い

対象２３０万曲

JASRAC

作詞者・作曲者などへ
分配

新たな作品の創作

J
A
S
R
A
C
賞

分
配
額
上
位
の
作
品

お支払いいただいた使用料の流れとJASRAC賞

外国作品賞
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お店で使う曲は
外国の曲なのに、
JASRACに
手続きは必要なの？

Q1

ビアガーデンで3カ月だけ
BGMを流す場合は
どんな手続きがあるの？

結婚披露宴で上映するために、
夫婦のプロフィルムービーに
音楽を利用したいのですが、
著作権の手続きは必要ですか？

支払いをしていない
お店などへの対応は
しているの？

JASRACだよりは
何のために
作っているの？

ＪＡＳＲＡＣに
支払った使用料は
すべて権利者に
分配されているの？

使用料の分配は
どのように行われているの？

JASRAC
Q&A

コーナー

JASRAC
Q&A

コーナー

JASRAC
Q&A

コーナー はい。必要です。 
JASRACは、海外の音楽著作権管理団体とそれぞれ
の団体の管理作品をお互いに管理し合う契約を結ん
でいます。そのため、多くの外国曲の著作権も日本国
内ではJASRACが管理しています。外国曲を日本で
利用するときは、JASRACに使用料をお支払いいた
だき、JASRACから海外の団体へ送金しています。

１カ月単位でのお手続きが可能です。
BGMをご利用になる場合は、ご利用になる曲数や期間に応じて
1曲１回、１カ月、１年の単位で使用料を選択することができます。
ビアガーデンなど季節限定の営業をされる場合も、使用料を選
択のうえ、営業期間に合せてご契約いただくことができます。

はい。必要です。
利用する楽曲の権利者に対し、「結婚披
露宴での上映利用の手続き」と「ＤＶＤを
製作するための手続き」の２点をあらか
じめ済ませておく必要があります。
JASRACの管理作品をご利用になる際
は、複製部録音課（TEL：03-3481-2169）
までご連絡ください。

日々対応しております。
皆さまからお支払いただいた使用料は、作詞者・作曲者の生活の糧となり、
新しい作品の創造につながっています。この「創造のサイクル」が途切れる
ことのないよう、また、お支払いいただいている方々との公平性を確保する
ために、継続的にお手続きのご案内を行っています。

JASRACの取り組みについて知っていただくためです。
JASRACだよりは、ご契約者の皆さまにJASRACの取り組みを知っていただ
くために年1回発行しています。今後も内容をより充実させて参りますので、
ご意見・ご感想など、同封のアンケートハガキにご記入のうえ、ご返送いただけ
れば幸いです。

大きく分けて３つのステップで分配します。
①国内の権利者・海外の管理団体からの届け出に基づき、楽
曲の情報（タイトル、作家名など）をデータベースに登録。
②音楽を利用する方々から使用料のお支払いと利用楽曲
のご報告。
③データベース情報と利用楽曲をもとに分配額を計算。
明細書とともに年４回、国内の権利者・海外の管理団体
に送金。

お店で使われているカラオケの場合は、配信されたカラオケ
楽曲やリクエスト回数などの正確なデータを、通信カラオケ
事業者からご提供いただいています。このデータに基づいて
分配額を計算し、年に４回分配しています。

必要経費を差し引き、１円単位で
分配しています。
皆さまからお支払いいただいた使用料は、事
務経費となる手数料を差し引いたうえで、作詞
者・作曲者・音楽出版者などの権利者に1円単
位で分配しています。
手数料率は演奏・放送など利用方法に応じて
あらかじめ定められており、手数料収入が事務
経費を上回った場合は、差額分を翌年度に分配
しています。これらの使用料額、分配額、事務経
費となる手数料額などは、JASRACのウェブ
サイトで公開しています。
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A4

カラオケ音源の権利にもご注意ください。
ＪＡＳＲＡＣなどの音楽著作権管理団体から著作権の利用
許諾を得たサイトにご自身が歌唱・演奏した楽曲を載せ
ることは問題ありませんが、カラオケの音源を利用した
場合は、別途カラオケ事業者などに音楽利用の許諾を得
る必要があります。

A8

●北海道支部（北海道）

●仙台支部（宮城、青森、岩手、秋田、山形、福島）

●大宮支部（埼玉、栃木、群馬、長野、新潟）

●東京支部（東京、千葉、茨城、山梨）

●東京イベント・コンサート（EC）支部
　（東京、千葉、茨城、山梨のイベント・コンサート関係）

●横浜支部（神奈川）

●静岡支部（静岡）

☎（011）221-5088

☎（022）264-2266

☎（048）643-5461

☎（03）5157-1161

☎（03）5157-1162

☎（045）662-6551

☎（054）254-2621

●中部支部（愛知、岐阜、三重）

●北陸支部（石川、富山、福井）

●京都支部（京都、滋賀、奈良）

●大阪支部（大阪、和歌山、兵庫）

●中国支部（広島、岡山、山口、鳥取、島根）

●四国支部（香川、徳島、高知、愛媛）

●九州支部（福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島）

●那覇支部（沖縄）

☎（052）583-7590

☎（076）221-3602

☎（075）251-0134

☎（06）6222-8261

☎（082）249-6362

☎（087）821-9191

☎（092）441-2285

☎（098）863-1228

支部連絡先一覧 （カッコ内は担当の都道府県）※お店のご移転・閉店・ご利用状況の変更などがある場合は担当支部へご連絡ください。
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JASRAC音楽文化賞

顕彰理由
明治以降の日本の音楽文化を、史実に基づいて客観的に検証。空白だった近代の日本の
音楽史、特に戦時体制下での音楽の役割、営みを自著・編著で克明に浮かび上がらせた。
受賞者の声
日本で音楽がどういう役割を担い、どのように歌われてきたかを次世代にも考えてもらいたい。
今後も考察を深め、語り継いでいきたい。

戸ノ下 達也氏（東京都国分寺市）

― 「こころ音プロジェクト」支援先を発表 ―

第5回
「JASRAC音楽文化賞」は、売り上げなどの数字には表れない地道な活動に
より音楽文化の発展に寄与した個人・団体・作品などを、有識者によって選考
し、顕彰するものです。第５回となる今年は、11月16日に都内で贈呈式を
開催し、３名、１団体を顕彰しました。

顕彰理由
沖縄文化に根差した多彩な音楽作品を創作・プロデュースしたほか、後継
の音楽家を育成、さらに沖縄市が「音楽のまち」として栄える礎を築いた。
受賞者の声
多くのアーティストのお手伝いをしてきた。琉球音楽にこだわってきたことへのご褒美と思う。
福と徳を一遍にいただいた心持ちがする。（普久原氏のご子息が代読）
作品やイベントのプロデュースを“音楽のまち”「コザ」（沖縄市）で手掛けてきただけのつもりだったので、
受賞に驚いている。感謝したい。（備瀬氏）

普久原 恒勇氏（沖縄県沖縄市/写真左）
備瀬 善勝氏（沖縄県沖縄市/写真右）

顕彰理由
アジアで初めてベートーヴェン「第九交響曲」が演奏された鳴門市で、長年、同曲を
歌い継いできた。海外公演も重ね、史実として語られる100年前の奇跡的な公演を、
現代に蘇らせている。
受賞者の声
「第九」を通して国際交流を深めてきた。争いの絶えない今日、音楽を通じて、誰もが多様性を認め
合えることを願って、活動を続けたい。（亀井俊明副理事長）

認定特定非営利活動法人 鳴門「第九」を歌う会（徳島県鳴門市/大塚道子理事長）

とのし た  た つ や

ふくは ら  つ ね お

び  せ  よしかつ

ね

同日、JASRACは、「こころ音基金」から宮城県石巻市に「石巻市複合文化施設」の建設費用の一部と
して、1,500万円を寄附することを発表しました。

「こころ音プロジェクト」は、JASRACの会員・信託者が指定した作品の著作物使用料を震災復興支援
基金「こころ音基金」としてお預かりし、東日本大震災の復興支援に役立てる取り組みです。

2021年3月の開館を予定している石巻市複合文化施設は、「文化芸術活動における創造の場を提供
し、交流を生み、人と人との絆を深め、震災復興の希望や活力を育む拠点」を基本理念とされています。

亀山紘石巻市長からは、「震災からの復興は着実に進んでいますが、心の復興が何よりも大切と考え
ます。市民の希望や夢を育む施設として完成させたいと思います」とお言葉を頂きました。

いではく会長から記念プレートを受け取る亀山市長
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10年ごとに振り返る
　　　カラオケ分配額ベスト10
10年ごとに振り返る
　　　カラオケ分配額ベスト10

吾亦紅
（すぎもとまさと）
キセキ
（GReeeeN）

蕾
（コブクロ）

Lovers Again
（EXILE）

そばにいるね
（青山テルマ feat. SoulJa）

愛唄
（GReeeeN）

ハナミズキ
（一青窈）

居酒屋
（五木ひろし/木の実ナナ）

桜
（コブクロ）

涙そうそう
（森山良子）

ちあき 哲也

GReeeeN

小渕 健太郎

松尾 潔

SoulJa

GReeeeN

一青 窈

阿久 悠

小渕 健太郎/黒田 俊介

森山 良子

杉本 眞人

GReeeeN

小渕 健太郎

Jin Nakamura

SoulJa

GReeeeN

マシコタツロウ

大野 克夫

小渕 健太郎/黒田 俊介

BEGIN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

順位 作品名（アーティスト） 作詞者 作曲者

無錫旅情
（尾形大作）
北の旅人
（石原裕次郎）

ふたりの大阪
（都はるみ/宮崎雅）

命くれない
（瀬川瑛子）

居酒屋
（五木ひろし/木の実ナナ）

乾杯
（長渕剛）
想いで迷子
（趙容弼）
銀座の恋の物語
（石原裕次郎/牧村旬子）

雪椿
（小林幸子）

赤いグラス
（アイ・ジョージ/志摩ちなみ）

中山 大三郎

山口 洋子

吉岡 治

吉岡 治

阿久 悠

長渕 剛

荒木 とよひさ

大高 ひさを

星野 哲郎

門井 八郎

中山 大三郎

弦 哲也

市川 昭介

北原 じゅん

大野 克夫

長渕 剛

三木 たかし

鏑木 創

遠藤 実

牧野 昭一

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

順位 作品名（アーティスト） 作詞者 作曲者

HOWEVER
（GLAY）

White Love
（SPEED）

CAN YOU CELEBRATE?
（安室奈美恵）

硝子の少年
（Kinki Kids）

珍島物語
（天童よしみ）
居酒屋
（五木ひろし/木の実ナナ）

Time goes by
（Every Little Thing）

北空港
（浜圭介/桂銀淑）

ひだまりの詩
（Le Couple）

ふたりの大阪
（都はるみ/宮崎雅）

TAKURO

伊秩 弘将

小室 哲哉

松本 隆

中山 大三郎

阿久 悠

五十嵐 充

やしろ よう

水野 幸代

吉岡 治

TAKURO

伊秩 弘将

小室 哲哉

山下 達郎

中山 大三郎

大野 克夫

五十嵐 充

浜 圭介

日向 敏文

市川 昭介

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

順位 作品名（アーティスト） 作詞者 作曲者

2008

1998

●日本人4人がノーベル賞を同時受賞　（4人の同時受賞は史上初の快挙）●リーマン・ブラザーズ経営破綻　（世界的な金融危機となる）●アメリカ大統領選挙でバラク・オバマ氏が当選　（アフリカ系として初のアメリカ大統領）

2008年の出来事

●長野オリンピック開催

　（ジャンプ団体で日本が金メダル）

●サッカーフランスW杯開催

　（日本代表が初出場）

●映画「タイタニック」が大ヒット

　（興行収入262億円を記録）

1998年の出来事

7

むしゃくりょじょう

チョー・ヨンピル

1988
●青函トンネル開通　（日本最長の海底トンネル）
●東京ドーム完成
　（美空ひばりの不死鳥コンサート開催）●ソウルオリンピック開催　（韓国初の夏季オリンピック）

1988年の出来事

※皆さまからお支払いいただいた使用料は年4回（6月、9月、12月、3月）権利者に
分配しています。その分配額が多かった楽曲の上位10作品をランキングにしました。

われもこう

ちんどものがたり
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皆さまへ感謝をこめて
JASRAC会長として２期目を務めることとなりました。平素より、JASRACの業務に

ご理解いただき、心から御礼申し上げます。
皆さまからお支払いいただいたご利用の対価は、私たち作家のもとへ確実に還元

されています。これにより作家は新たな音楽作品を生み出し、また皆さまのもとへとお
届けすることができるようになります。
これまでの長きにわたり、作家が労苦をかけて生み出した音楽作品を奏で、歌い継ぐ

ことによって、この創造のサイクルをはぐくみ、日本の音楽文化の発展に貢献されて
きた皆さまへ感謝をこめて、このたび、感謝状を贈呈することといたしました。
今後も音楽作品が皆さまに寄り添い、事業がますます発展されることをお祈りいた

します。
JASRACは、皆さまへ敬意を表しつつ、世界に誇る日本の音楽文化のさらなる

発展に向けて、引き続き、公平・公正な著作権管理に取り組んで参ります。
今後ともご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

11月16日、感謝状をお贈りする対象の方を発表し、代表の方にお渡ししました。
感謝状をお贈りする皆さまは、別紙の「長期ご契約者で感謝状をお贈りする皆さま」をご参照ください。

このたびの「平成３０年７月豪雨」、「平成３０年北海道胆振東部地震」により
被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

被災された皆さまの生活が、一日も早く平穏に復することをお祈り申し上げます。

平成30年7月豪雨、北海道胆振東部地震で
被災された皆さまへ

会長

忘れられない人生初の
レコーディング
　これまでに私は、数多くの楽曲
の編曲に携わってきました。例え
ば、山口百恵さんの『横須賀ストー
リー』や『プレイバックPart2』、太
田裕美さんの『木綿のハンカチー
フ』など、皆さんがご存じの曲もたく
さんありますが…。私の中で一番
のターニングポイントは、それらの
ヒット曲ではありません。私はヤマ
ハの教室で作編曲を学んだのち、
スタジオ勤務などを経て、「ポピュ
ラーソングコンテスト」（ポプコン）
や番組「コッキーポップ」で応募の
あった音源をアレンジするように
なったのですが、そこでの「人生最
初のスタジオ・レコーディング」の日
が、今でも忘れられません。

最高の演奏がアレンジを
支える
　当時の「ポプコン」には、メロディ
のみ書かれた楽譜で応募する人も
少なくはなく、それを審査員が聴く
音源にするための編曲を行ってい
ました。初レコーディング当日、最高
ランクのスタジオミュージシャンによって、
私のアレンジが、素晴らしいリズムとサウ
ンドとなって演奏されたのです。その時の
高揚感や感動は、今も私の中に残って
おり、プロとしてやっていくための自信を
つけることができました。その経験を今も
大事にしているからこそ、演奏家の最高
の演奏が私のアレンジを支えてくれてい
ると感じますし、同時に感謝することもで
きています。

編曲の魅力は「無限の可能性」
　編曲とは何か？「編む」という字が使
われていることからも、作曲家からもらっ
た縦糸に、横糸を通して模様を描き出

す、と言うことができるのではないでしょ
うか。私はこの比喩が、とても気に入っ
ています！
　編曲家は、まず楽器が好きであること
が大事で、さらに複雑な構築がうまくいっ
た時の快感がたまらないという人に、とて
も向いている職業です。そして編曲の魅
力は、何と言っても「無限に可能性があ
ること」です。もちろんその都度、曲のコン
セプトに合うアレンジをチョイスすること
になりますが、それを引き出すプロデュー
サーやディレクターの存在も欠かせませ
ん。たとえば、山口百恵さんの『プレイ
バックPart2』で、ブレイクに続いてギター
がソロでフレーズを奏でるアイデアは、最

初からそういう指示があったんで
す。あれはプロデューサーの酒井政
利さんのアイデアだと思いますが、
ああいった「無茶ぶり」をする面白
いプロデューサーの存在が、ヒット
を生むためには欠かせないのです。

遊びでもクオリティーを
求める
　最近では、学生時代にやってい
たクラシックギターにはまっていて、
周りの友人たちも退職して時間が
あるので、こっそりライブをしていま
す。フォークソングなどのカバーをや
るんですが、職業病みたいなところ
があって、遊びでもクオリティーを求
めたくなってしまうんですね。遊びで
もなんでも人に聴いてもらうものな
のだから、どうせならいいものを提供
したいですから。「自分が本当にや
りたかったことは楽器の演奏だった
のかもな」と思ったりもします。ただ、
レコーディングにきたギタリストが私
だったら、下手すぎてすぐクビにしま
すけどね（笑）。

作編曲家　萩田 光雄さん

P r o f i l e

1965年慶應義塾大学工学部電気科入学、同校クラシカルギタークラブに
在籍。ヤマハ音楽振興会の作編曲コースで林雅彦氏に師事、同社録音ス
タジオ勤務の後、作編曲家を目指す。1973年、高木麻早『ひとりぼっちの
部屋』の編曲でデビュー。1975年FNS音楽祭最優秀編曲賞をはじめ、
1975年、1976年、2013年に日本レコード大賞編曲賞を受賞。長年にわ
たりポピュラー音楽界の第一線で作編曲家として活躍している。
1976年からＪＡＳＲＡＣメンバー。現在、ＪＡＳＲＡＣ編曲審査委員会委員長を
務める。 

主な編曲作品　『横須賀ストーリー』『プレイバックPart2』（山口百恵）、『木綿のハンカチーフ』（太田裕美）、『シクラメンのかほり』（布施明）、『待つわ』（あみん）など 

https://www.jasrac.or.jp8

私 の オ フ ス テ ー ジ vol.16
は ぎ た み つ お

　私が編曲家として携わった最初のヒット
曲が、1973年にリリースされた高木麻早さ
んの『ひとりぼっちの部屋』です。今では
笑っちゃうけど、イントロが１分もあって、間
奏もけっこう長いんですよね。当時はそうい
う編曲をたくさんしていましたが、あまり長い
とカラオケを歌う人が待ちきれなくなってしま
う。なので、カラオケ文化が根付いて以降、
無意識ですけど、どこかカラオケに気を遣っ
て作っている自分がいます。この曲を聴く
と、そんな昔のことを思い出します。

萩田光雄さんの直筆サイン色紙を抽選で５名様にプレゼント。
同封のアンケートハガキに必要事項をご記入のうえ、ご応募ください。
当選発表は発送をもって代えさせていただきます。（応募〆切：2019年1月31日）

『ひとりぼっちの部屋』
制作秘話

式典当日の様子式典当日の様子

撮影協力：サウンドインスタジオ撮影協力：サウンドインスタジオ

代表の方との記念撮影代表の方との記念撮影




