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　平素よりJASRACの業務にご理解を賜り、心から御礼申し上げます。
　1939年11月18日に現在のJASRACの前身となる大日本音楽著作権協会が誕生して
以来、音楽を愛する皆さまに支えられ、おかげさまで創立80周年を迎えることができました。
　設立当時と現在では音楽の利用形態は大きく変わりましたが、私たち創作者の想い
は今も昔も変わりません。私たちはいつでも、皆さまに愛される音楽をお届けすることに
心血を注ぎ、皆さまに広く適正にお使いいただくことを心から願っております。
　音楽文化の発展には、「創作者」と「利用者」双方が手を取り合うことが不可欠です。
JASRACはその架け橋として、これからも音楽を利用される方々から信頼いただける
「愛されるJASRAC」を目指し、常に誠実に尽力してまいります。
　昨年11月、長きにわたってJASRACとご契約くださり、日本の音楽文化の発展に貢献
されてきた利用者の皆さまへ感謝を込めて、感謝状を贈呈いたしました。この場をお借り
して、あらためて厚く御礼申し上げます。
　これからも音楽が皆さまと共にありますように、変わらぬご理解、ご協力を賜ります
よう、よろしくお願い申し上げます。

昨年の度重なる台風等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。

昨年の台風等で被災された皆さまへ

2019年11月18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。
対象の方々は、別紙の「長期ご契約者で感謝状をお贈りする皆さま」に掲載しています。
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夢中になっているうちに
自然と音楽の道へ
　私は音楽を作っている時間が一
番楽しいので、オンとオフという感覚
がありません。今こうして作曲の仕事
をしているのも自然の成り行きなん
です。物心ついた頃から周りに色々
な楽器と音楽があって、それらに親し
んでいるうちに自然と楽器の演奏も
作曲もできるようになって、夢中で
やっていたらプロになっていました。
　作曲するときは楽器には一切触
れず、頭の中で流れるメロディを譜
面に書き起こすようにしています。
今まで歌謡曲や演歌から映画、ア
ニメの曲までいろんな音楽を作って
きましたが、どの曲であってもこのス
タイルは変わりません。

どんな時でも「音を楽しむ」
　特に印象に残っているのは映画
「水のないプール」の音楽ですね。
のこぎりを引いたり打ち付けたりした
音をサンプリングして、それにシンセ
サイザーの音を重ね合わせて･･･とても画
期的なものができたと、自分としても気に
入っている作品の一つです。当時、映画
を見た大島渚監督から「あの音楽は誰が
作ったのか？」と言われるなど、好評を得ま
した。これをきっかけに、内田裕也さんが
出演する映画の音楽を任せてもらえるよ
うになりました。
　「名探偵コナン」の音楽制作はテレビ
シリーズと1997年から毎年公開されてい
る全ての劇場版に関わっていますが、楽
曲数も多くとても大変な作業です。メロ
ディはすぐにできたとしても、皆さんが聞い
ている曲の形にするためには、そこから音
を重ね合わせるなど相当な時間がかかり
ます。プレッシャーを感じることもあります
が、どんな時でも作曲することを仕事と思
わず、楽しむようにしています。「音を楽し
む」のが音楽ですから。
　『居酒屋』（作詞：阿久悠）も沢田研二

の曲もそうですが、イントロの時点で聴衆
の関心をぐっと引きつけるメロディ、というの
は古賀政男先生の影響があるかもしれま
せん。若い頃、兄から古賀先生の楽曲集を
もらってギターで弾いていました。その時の
音色と緻密に作り込まれた印象的なイント
ロをよく覚えています。古賀先生もきっとイ
ントロを大切にされていたのだと思います。
　沢田研二の『勝手にしやがれ』（作詞：
阿久悠）もイントロから生まれた曲です。次
の日がレコーディングの打ち合わせだとい
うのになかなかできなくて、半分あきらめて
家に帰ってピアノの前に座ったら、突然イ
ントロのフレーズが頭に響きました。そうす
ると、それまでの苦労が嘘のようにその後
の流れも自然に浮かんできたんですよ。

釣りも創作も根気が大事
　以前ほど熱中することはなくなりました
が、今でも釣りをしています。仲間たちと

行った諏訪湖のワカサギと九十九里
のフッコ（小さいスズキ）釣りは入れ
食いで楽しかったですね。ワカサギの
時は1,000匹以上は釣ったし、フッコ
はさばくのに朝までかかりました。
　特に手ごわかった魚といえば5年
ほど前に釣った本マグロ。体重100
㎏ぐらいはあったかな。マグロは素早
く、深く潜るから一人で釣るのは無
理。三人がかりで交代して釣り上げ
ました。
　釣りと作曲には通じるものがある
かもしれません。どちらも集中力と、そ
れを保ち続ける根気が必要です。釣
りについては最近根気が無くなって
きましたが（笑）音楽についてはまだ
まだ！今でも新しい、素晴らしい音楽
素材を聞くと、これをどうやって生か
そうかと創作意欲が湧き出てきてワ
クワクします。これからもっと新しい音
楽を探し求めていきたいですね。

作曲家　大野 克夫さん

P r o f i l e

1939年京都市生まれ。京都・大阪のジャズ喫茶を中心にスチールギター奏者と
して音楽活動を開始。1962年にザ・スパイダースのメンバーとなり活躍する。
1971年に沢田研二、萩原健一らとともにＰＹＧ（ピッグ）を結成。その後ステージ
活動のかたわら、テレビ・映画音楽を手がける一方、多数のアーティストへ楽曲を
提供する。特に沢田研二への提供曲は多く、1977年の『勝手にしやがれ』は、日
本レコード大賞、日本歌謡大賞など各音楽賞を受賞。人気アニメ「名探偵コナン」
の音楽を放映スタート時から現在まで担当するなど、幅広い分野で活躍している。
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主な作曲作品
『勝手にしやがれ』『時の過ぎゆくままに』（沢田研二）、『ブーツを脱いで朝食を』（西城秀樹）、『居酒屋』
（五木ひろし＆木の実ナナ）、【テレビ音楽】「太陽にほえろ」「名探偵コナン」、【映画音楽】「水のないプール」
「十階のモスキート」など 

私のオフ
ステー

ジ
vol.17

https://www.jasrac.or.jp/

　阿久悠さんが企画した、五木ひろしさんの
アルバム「感涙ロードショー」で4曲を任された
のですが、その中の１曲が『居酒屋』でした。実
は、初めのうちはデュエットソングになるかは決
まっていなかったんです。でも阿久さんの歌詞
が掛け合いのようになっていたので、これは素
晴らしいデュエットソングになり得るな、という
予感がありました。作曲するにあたって「歌い
やすく親しみやすい」、一度聴いただけですぐ
に覚えて歌ってもらえるようなメロディにできた
ことが、カラオケでヒットした理由だと思いま
す。発表してから30年以上がたちますが、これ
だけ長い間皆さんに愛してもらい、歌い継がれ
ていることを大変うれしく思っています。
　とあるテレビ番組に出演する際、五木さんか
ら「大ヒット、やったね！」と声をかけられたのを懐
かしく思います。そういえば、ホノルルに滞在し
ていたとき、現地のラジオから『居酒屋』が流
れて驚いたことがありました。阿久さんが一番
気に入っている曲だと紹介されていてうれし
かったですね。

『居酒屋』創作秘話

大野克夫さんの直筆サイン色紙を抽選で３名様にプレゼント。
右記のＱＲコードからアンケートのご回答と必要事項をご入力のうえ、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：２０２０年２月２９日）
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JASRAC賞は、前年度の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年の創設から今年で37回目を迎えました。国内作品の上位3作品を
金・銀・銅賞、海外の著作権管理団体からの入金が最も多かった国内作品を
国際賞、分配額が最も多かった外国作品を外国作品賞として表彰しています。

2019年
JASRAC賞
2019年
JASRAC賞

今井 了介さんのコメント
洋楽のHIP-HOPやR&Bが大好き
で、J-POPの中に新しい風を起こし
たいと思って音楽業界に飛び込み、
20数年がたちました。この曲で
J-POPに洋楽的なアプローチをし
た一つの完成形を届けられたと思
います。もちろん安室奈美恵さんと
いう希代のアーティストの力なくし
ては受賞できなかった。この曲の制
作にあたりお世話になった関係者
の皆さまに御礼申し上げます。

SUNNY BOYさんのコメント
この曲はオリンピック・パラリンピッ
クに向けて作った曲ですが、選手は
もちろんのこと、聞いてくれた一人
ひとりがヒーローであると伝えたい
気持ちでこのタイトルをつけました。
この曲がたくさんの皆さまに届いた
ことをうれしく思います。これからも
感謝の気持ちを忘れずに、たくさん
の人に愛される楽曲を生み出せる
よう精進していきます。このたびは
ありがとうございました。

2016年にリオデジャネイロオリンピック・パラリンピックのNHKのテーマソング
として人気を博し、応援ソングとしても定番に。2018年に引退した歌手の安室
奈美恵さんのファイナルツアーを収録したDVD･Blu-rayが記録的な大ヒット。

Hero
作詞・作曲者：今井 了介、ＳＵＮＮＹ ＢＯＹ
音楽出版者：（株）NHK出版

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）

（株） 阿久悠　深田 太郎さんのコメント
昨年に続いての受賞で、しかも今年は銀賞をいただきました。いつの時代も外で音
楽が聴こえるような平和な世の中を祈りつつ、人を信じ、言葉を信じ、愛を愛し、音を
信じて、これからも阿久悠の残した歌が、令和に生きる皆さまの心のよりどころとな
るように、私どもも努力してまいります。どうもありがとうございました。

都倉 俊一さんのコメント
このたびは、去年の銅賞に引き続きまして、銀賞を
いただきました。銅、銀ときたので、次はぜひ「金」をと
思っております。
来年は贈呈式当日のスケジュールを空けて待っており
ますので、金賞を頑張って取りたい、といっても私が頑
張ってもどうしようもないわけですが、ぜひ、いで会長
から金賞をいただければ、非常にうれしく思います。
ありがとうございました。都倉 俊一さん都倉 俊一さん

携帯電話会社のCMに継続して利用されたことなどから、昨年の銅賞に続いて銀賞を受賞。

銀賞 国内作品 第2位

糸
作詞・作曲者：中島 みゆき
音楽出版者：（株）ヤマハミュージック
エンタテインメントホールディングス

2017年にJASRAC賞金賞に輝いた『糸』が、カラオ
ケやコンサート、インタラクティブ配信などの幅広い
分野で人気を維持し、銅賞に返り咲きました。
リリースから25年以上経つ今でも多くの人に歌い継
がれています。

銅賞 国内作品 第3位

中島 みゆきさん中島 みゆきさん

金賞 国内作品 第1位

今井 了介さん今井 了介さん SUNNY BOYさんSUNNY BOYさん

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
このたびは、昨年に引き続き国際賞を賜
り、誠にありがとうございます。この作品
においては、2008年に（国際賞を初め
て）いただいてから4度目の受賞とのこと
で、「DRAGON BALL」というアニメー
ション作品とともに長きにわたり世界で
愛されていることを実感し、大変光栄に
思っております。ありがとうございました。

海外における日本のアニメの人気ぶりは健在で、テレビシリーズの
BGMが2年連続4度目の受賞となりました。メキシコ、アメリカ、イギリス
など多くの国で愛されています。

国際賞 海外からの入金が最も多かった国内作品

Ｙ M C A あまがい りゅうじさんのコメント

あまがい りゅうじさんあまがい りゅうじさん

この楽曲は、西城秀樹さんが1979年に
コンサートで原曲を歌う予定でしたが、
『Ｙ Ｍ Ｃ Ａ』の人文字の振り付けができ
た段階で日本語にしようということにな
り、リハーサルの最中に急きょ日本語詞を
書いた曲です。40年経過した今年、
JASRAC賞に選ばれたことをうれしく思
います。関係者の方々に感謝いたします。
何よりも西城秀樹さんに感謝いたしま
す。ありがとうございました。

菊池 俊輔さん菊池 俊輔さん

外国作品賞

作詞者：ＨＥＮＲＩ ＢＥＬＯＬＯ
作曲者：ＪＡＣＱＵＥＳ ＭＯＲＡＬＩ
英語訳詞者：ＶＩＣＴＯＲ ＥＤＷＡＲＤ ＷＩＬＬＩＳ
日本語訳詞者：あまがい りゅうじ
オリジナルパブリッシャー：ＳＣＯＲＰＩＯ ＭＵＳＩＣ
サブパブリッシャー：（株）フジパシフィックミュージック

1978年にアメリカで大ヒットとなったディスコソングで、日本でも西城
秀樹さんをはじめ多くのアーティストにカバーされています。携帯電話会社
のCMに利用されたことなどから、初受賞となりました。
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JASRAC
作詞者
作曲者
音楽出版者

音楽を
ご利用の
皆さま

著作物使用料の流れ
～創造のサイクルについて～

音楽を聴いてもらう喜び
新たな作品

著作権の管理委託

使用料の分配

利用の許諾

使用料のお支払い

2018年度に皆さまから
お支払いいただいた
使用料の総額は、
115,577,680,297円です。

2018年度の総分配額は
112,647,692,325円です。
分配額上位作品を
JASRAC賞として
毎年発表しています。

JASRACは日本国内
だけではなく、世界中の著作
者・音楽出版者から著作権
の管理を任されています。

著作物は自然に生まれるも
のではなく、著作者が労力を
かけて創作するものです。多
くの人に自分の作品を楽しん
でもらうことは、著作者にとっ
て喜びであり、新たな作品を
創作する励みにもなります。
それと同時に、正当な対価を
得ることも、創作活動や暮ら
しを支えるために大切です。
JASRACは音楽をご利用の
皆さまからお支払いいただ
いた著作物使用料を、音楽を
創作した作詞者・作曲者、音
楽出版者の元へお届けして
います。
JASRACでは作品への対価
が次の創作を支えていくこ
の循環を「創造のサイクル」
と呼んでいます。著作権は、
「創造のサイクル」を循環さ
せ、新たな文化を生み出すた
めに欠かせないものです。

音楽を聴く喜び

外国作品第1位
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銅賞 国内作品 第3位

中島 みゆきさん中島 みゆきさん

金賞 国内作品 第1位

今井 了介さん今井 了介さん SUNNY BOYさんSUNNY BOYさん

ドラゴンボールZ BGM（TV）
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音楽出版者：（株）フジパシフィックミュージック
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国際賞 海外からの入金が最も多かった国内作品

Ｙ M C A あまがい りゅうじさんのコメント
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外国作品賞
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作曲者
音楽出版者

音楽を
ご利用の
皆さま

著作物使用料の流れ
～創造のサイクルについて～

音楽を聴いてもらう喜び
新たな作品

著作権の管理委託

使用料の分配

利用の許諾

使用料のお支払い
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音楽を聴く喜び

外国作品第1位
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これで
完璧！佳山明生の

「もっと上手に歌いたい！…でもどうしたらいいのかな？」
「今度みんなでカラオケに！でも人前で歌うのはちょっと苦手で…」
そんな疑問・悩みを大ヒット曲『氷雨』（作詞・作曲：とまりれん）をはじめ、
『青春譜』（作詞：いではく　作曲：遠藤実）『こんな女のブルース』（作詞：みずの稔
作曲：桧原さとし）などで皆さまご存じの、歌手・佳山明生さんに相談してみました！

簡単にできるボイストレーニングの
方法を教えてください。

「こぶし」を上手に回すにはどうしたら
いいでしょうか？

マイクの持ち方にポイントはありますか？

練習は右手、本番は左手でマイクを持ってみま
しょう。

右手を使うと計算や記憶をつかさどる左脳が働きます。
左手を使うと感性をつかさどる右脳が働きます。練習は
論理的に、本番は情緒的にというわけです。
あとはマイクを握る手の小指に力を入れないことです。手
がこわばってしまうと声帯も硬くなってしまいます。

喉に良い飲み物は何かありますか？

これはやっぱり日本酒でしょう（笑）。真面目な人
が真面目に歌ったって面白くありません。いろい

ろな歌唱法や考え方がありますが、最も大切なのは、歌
う人の声であり、人間「味」です。じゃあ「味」を作るのは何
かといえばやっぱりお酒でしょう！
真面目な方向けのお話もすると、冷たい水はよくありま
せん。ぬるめの飲み物や番茶がおすすめです。あと辛い
もの、刺激物も良くないと言われますが、あまり過保護に
なる必要はないと思いますよ。

QQ

Q

Q

Q

『氷雨』を上手く歌うコツはなんでしょうか？

「歌は語れ、せりふは歌え」という言葉がありま
す。聴いている人に淡々と、語りかけるように

歌ってみましょう。歌い手が歌にメッセージを込めすぎて
はいけません。私が師事した古賀政男先生からは「絵は
全部色を塗ってはいけない。空いたところに聞き手がそ
れぞれ色を塗るのだから」と言われたことがあります。
自分が歌の主人公になってはいけません。主人公を見つ
める立場から、観客に語りかけるのです。

Q

急にご指名を受けて歌うことに･･･
歌うのは苦手なのに･･･
プロでも気が乗らない時があります。無理やりに
「歌え」と言われると脳は自然と反発してしまう

ものです。そんな時はお尻をギュッとつねってみてく
ださい。これは船村徹先生から教えてもらった方法なの
ですが、お尻をつねると痛みに反応して意識が全部お尻
に向かいます。すると、頭に上った血や、ごちゃごちゃと
した考えがスーッと引いていきますよ。

Q

いよいよカラオケ大会本番！
練習の成果が発揮できるか心配です。

プロだってみんな本番は緊張するものです。
私は「たとえ歌詞を間違ったって人が死ぬわ

けではない」と思うようにしています。しかし、そう思
えるようになるには普段の練習が大切です。毎日の練
習の積み重ねが本番の自分を支えるのです。
歩くのに右足と左足を交互に前に出すことをいちい
ち意識しないように、自然に歌えるようになるまで練
習しましょう。そこまでできれば、後は結果を意識せ
ず、元気に楽しく幸せをかみしめながら歌いましょう！

　毎日風船を膨らませるトレーニングをしてみましょう。
　横隔膜が肺にためた空気を押し上げて声帯を震わせる、これが発声

のメカニズムです。ですから発声の始点となる横隔膜を鍛えることが肝心。
毎日空いた時間で風船を膨らませてみてください。
３カ月続ければ確実に効果を実感できますよ！
これは音痴の克服にも効果的です。空気を押し上げる
力が足りないから音程が定まらないのです。横隔膜が
強くなれば、肺も活性化して、酸素が体中に行き渡り、
健康になりますよ。

A

大きなこぶし、小さなこぶし、早いこぶし、遅いこぶし･･･一口に「こぶ
し」と言ってもいろいろあります。自分の好きな歌手がどの場面でどん

なこぶし回しをしているのか、よく見てまねをしてみましょう。ただし、苦手な
ところをごまかすようなこぶしは絶対
にだめですよ。
ホースで水をまくところをイメージし
てみてください。ホースは体、水は声で
す。ホースで水をまくように、時には体
や首を振ったり揺すったりして、声を会
場にまくように歌ってみましょう。

A

A

A

A

A

A 1951年9月　函館生まれ
作曲家・古賀政男最後の門下生として同氏に師事し、美輪明宏より
芸名、佳山明生を頂く。
1977年12月コロムビアレコードより『氷雨』でデビュー。
同曲は旭川有線大賞、全日本有線大賞グランプリなど、有線をきっ
かけとして、1983年に全国的大ヒットとなり、同年第25回日本レ
コード大賞ロングセラー賞を受賞する。
歌手活動のほか、ラジオパーソナリティ、歌唱指導、故郷函館の観光
大使としても活躍中。

亡くなった奥さんが、空の上から亭主を見守っている情景が浮かん
でくる作品です。夫婦の心の強い絆が感じられ、心に沁みてきます。

作詞：田久保真見、作曲：杉本眞人、編曲：川村栄二

『冬茜』
２０１８年９月１９日発売
ＣＤ番号：ＴＫＣＡ－９１１１６（徳間ジャパンコミュニケーションズ）

佳山明生プロフィール
かやまあきお
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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！

5

カラオケで皆さまに最も歌われた10曲（年間のカラオケ分配額上位
10曲）を10年ごとにまとめてみました。
どのランキングにもその時代の流行歌はもちろん、長く歌い継がれて
いる曲があります。今日は当時の事を思い出しながら、思い出のあの曲
を歌ってみてはいかがでしょうか？

年度
1 9 9 9

年度
2 0 0 9

年度
1 9 8 9

珍島物語（天童よしみ）

二輪草（川中美幸）

居酒屋（五木ひろし／木の実ナナ）

北の旅人（石原裕次郎）

北空港（桂銀淑／浜圭介）

ふたりの大阪（都はるみ／宮崎雅）

酒よ（吉幾三）

Time goes by（Every Little Thing）

夜空ノムコウ（SMAP）

Automatic（宇多田ヒカル）

中山大三郎

水木かおる

阿久悠

山口洋子

やしろよう

吉岡治

吉幾三

五十嵐充

スガシカオ

Utada Hikaru

中山大三郎

弦哲也

大野克夫

弦哲也

浜圭介

市川昭介

吉幾三

五十嵐充

川村結花

Utada Hikaru

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

愛のままで…（秋本順子）

キセキ（GReeeeN）

Ti Amo（EXILE）

ハナミズキ（一青窈）

M（プリンセス・プリンセス）

残酷な天使のテーゼ（高橋洋子）

居酒屋（五木ひろし／木の実ナナ）

天城越え（石川さゆり）

ふたりの大阪（都はるみ／宮崎雅）

北の旅人（石原裕次郎）

花岡優平

GReeeeN

松尾潔

一青窈

富田京子

及川眠子

阿久悠

吉岡治

吉岡治

山口洋子

花岡優平

GReeeeN

Jin Nakamura／松尾潔

マシコタツロウ

奥居香

佐藤英敏

大野克夫

弦哲也

市川昭介

弦哲也

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

ふたりの大阪（都はるみ／宮崎雅）

酒よ（吉幾三）

居酒屋（五木ひろし／木の実ナナ）

今夜は離さない（橋幸夫／阿倍里葎子）

北の旅人（石原裕次郎）

男と女のラブゲーム（日野美歌／葵司朗）

別れても好きな人（ロス・インディオス＆シルヴィア）

アマン（菅原洋一＆シルヴィア）

無錫旅情（尾形大作）

もしかして－PartⅡ（小林幸子／美樹克彦）

吉岡治

吉幾三

阿久悠

藤波研介

山口洋子

魚住勉

佐々木勉

杉紀彦

中山大三郎

榊みちこ

市川昭介

吉幾三

大野克夫

幸耕平

弦哲也

馬飼野康二

佐々木勉

森田公一

中山大三郎

美樹克彦

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

注目 P.8「私のオフステージ」では、3つ全てにランクインしている『居酒屋』の
作曲者・大野克夫さんのインタビューを掲載しています！

※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。
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創立80周年を迎えて
JASRACは、1939年11月18日の創立以来、コンサートを主催する
皆さま、お店でカラオケやBGMなどにより音楽を利用される皆さまを
はじめとする、音楽文化を担うすべての方々のご理解とご協力を
賜り、歩んでまいりました。
2019年、創立80周年を迎えるにあたり、JASRACは、文化芸術の
価値を中心に据えた豊かな社会をめざし、著作権管理団体の国際組織
であるCISAC（著作権協会国際連合）の総会を招致するなど、積極的な
活動を展開してきました。ここでは主な取り組みをご紹介します。

2019年5月30日、CISAC総会が都内で開催され、102
の著作権管理団体から約250人が出席しました。東京
での開催は35年ぶりとなります。
総会には安倍晋三内閣総理大臣が出席、「クリエイター
の皆さんには、常に新しい時代の潮流を先取りし、ます
ます創造的で多様な活動を展開することが求められる
ようになっています。世界中のクリエイターの創作活動
を支える基盤であるCISACの役割に、今後とも大いに
期待しています」とホスト国を代表してあいさつをしま
した。

2019年11月18日、都内で創立80周年記念式典と祝賀会を
執り行いました。
記念式典では、浅石道夫理事長が「つなごう未来へ、世界へ。
80年目の変革宣言」と題するJASRACのビジョンを発表しまし
た。また、長きにわたりJASRACと利用許諾契約を締結して使
用料をお支払いいただいている方々に対する「長期ご契約者・
感謝状贈呈」で代表の方4名に感謝状をお渡ししたほか、「第6
回JASRAC音楽文化賞」などの発表・贈呈式を、それぞれ開催
しました。
式典終了後、各分野の利用者団体など日頃からお世話になって
いる方々をお招きし、祝賀会を開催しました。　

創立80周年ロゴマークについて
80周年のテーマは「つなぐ」
JASRACが創造のサイクルの中で、新しい音楽と世の中との「出会い」
へつなぐこと、さらにはCISACと協業して「世界」へとつなぐこと。
今回の周年事業で生まれたつながりが、さらに大きなつながりとなる
ように、そんな思いを込めてこのロゴマークを制作しました。

CISAC総会

2019年5月31日、東京都千代田区のイイノホールでシンポジウムを開催
しました。第1部の基調講演でアーティストでもあるジャン・ミシェル・ジャー
ルCISAC会長がVR（バーチャル・リアリティ）やAIなど、将来のテクノロ
ジーと音楽創作の関わりについて現状と課題、今後の展望を語りました。
第2部のパネルディスカッションでは世界各国の著作権
管理団体の代表者らを迎えて、「ブロックチェーン」と「AIと
音楽の関わり」の2つをテーマに活発な議論を行いました。

JASRAC国際シンポジウム
Music Link ～音楽創作を未来につなぐ～

創立80周年
記念式典・祝賀会

左から、ガディ・オロンCISAC事務局長、エリック・バティスト
CISAC理事会議長（※）・SOCAN最高経営責任者、ジャン・
ミシェル・ジャールCISAC会長、安倍晋三内閣総理大臣、いで
はくJASRAC会長、浅石道夫CISAC理事会副議長・JASRAC
理事長
※同日の総会をもって任期満了につきCISAC理事会議長を退任

CISACとは
著作権の国際間の保護、著作権制度の調
和、創作者の利益の増進、著作権の研究、
情報収集のため、1926年パリで開かれた
著作権の管理団体の会合において、設立

された非営利、民間の国際組織。
世界中の音楽、映像、演劇、文芸および視覚芸術の著作権管
理団体によって構成され、2019年6月現在、120か国・地域
の232団体が加盟。JASRACも1960年から加盟しています。

第1部
ジャン・ミシェル・ジャールCISAC会長
の基調講演の様子。
当日はおよそ340人が来場し、会場は
満席となりました。

浅石道夫理事長によるビジョン発表

祝賀会の様子。利用者団体をはじめ、およそ800人の方に
ご出席いただきました。

第2部
パネルディスカッションの様子

当日の模様はYouTubeでも配信しています▶▶▶▶▶
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市民公募によるミュージカル劇団の旗揚げや、被災地の子どもたちに楽器を届ける活動の
ほか、さまざまな偏見、差別の解消を目的とした啓発コンサートを県内外で巡演、がん患者
を励ますチャリティーイベントのテーマソングの創作など、社会派のシンガー・ソングライ
ターとして活動している。

四国の一公務員の活動に着目していただきありがとうございます。未来ある子どもたち、元気でいてほ
しいお年寄りや困難に立ち向かっている人たちと一緒に、これからも音楽の楽しさを広げていきたいと
思います。

バロック音楽をはじめ、ルネサンス期や中世の音楽、南蛮音楽など、「古楽」とも呼ばれる
ジャンルに光を当て、その本来の魅力を現代に蘇らせる活動を続けている。自らが主宰する
古楽アンサンブルの公演のほか、バロック・オペラ、数々の音楽祭での音楽監督、指揮など、
多岐にわたる活動をしている。

しまむら かずお氏（高知県高知市） シンガー・ソングライター

「こころ音プロジェクト」陸前高田市に500万円を寄付

第6回 JASRAC音楽文化賞 
贈呈式を開催

「JASRAC音楽文化賞」は、売り上げや利用実績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・作品等を、有識者が選考し、顕彰するものです。
第6回の贈呈式は2019年11月18日に開催し、3名を顕彰しました。

濱田 芳通氏（埼玉県川口市） 指揮者、リコーダー/コルネット奏者

平井 滿氏（神奈川県横浜市） 音楽プロデューサー

はまだ  よしみち

ひ ら い  みつる

ね

2019年7月、JASRACは岩手県陸前高田市に「市民文化会館（仮称）」の建設費用の一部として500万円を寄付
しました。
浅石道夫理事長が陸前高田市役所を訪れ、戸羽太陸前高田市長に目録と記念のプレートを手渡しました。 

「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、東日本大震災からの復興と被災地の音楽文化の振興に役立てる取り組みです。

2020年春に開館予定の市民文化会館は、東日本大震災で全壊の被害を受けた市民会館と中央公民館の両機能
を持つ複合施設として建設され、市民の多様な文化芸術活動や生涯学習の拠点となることが期待されています。

戸羽市長からは「陸前高田市は、スポーツや文化芸術活動をされる方がとても多い町で、その拠点を造り直そうと
市民文化会館を建設中です。今回いただいたご寄付は市民一人ひとりが実感できるようなかたちで使用させて
いただきたいと思います。」とお言葉をいただきました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

浅石道夫JASRAC理事長(右)から目録と記念
プレートを受け取る鳥羽太陸前高田市長（左）

7

顕彰理由

顕彰理由

一流のクラシック音楽家を招くサロンコンサートを、税金に頼ることなく、手作りで30年、
400回近く企画・運営している。音楽愛好家や市民団体が良質の演奏会を継続できる
秘訣、また課題等を収めた書籍を著すなど、地方で苦労する民間のクラシック音楽主催者
の支援にも努めている。

顕彰理由

受賞者の声

中世ルネサンス期の著作権が消滅している作品を演奏しているため、受賞の連絡に驚きました。自分の
活動が社会に貢献していると認めてもらえることがこんなにうれしいこととは思いませんでした。あり
がとうございました。

受賞者の声

室内楽コンサートの開催にはお金がかかりますが、工夫すれば税金に頼らずに開催できると信じ、試行
錯誤を繰り返しながら30年がたちました。今回の受賞を励みにこれからも活動を続けていきたいと
思います。

受賞者の声

ひけつ
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　平素よりJASRACの業務にご理解を賜り、心から御礼申し上げます。
　1939年11月18日に現在のJASRACの前身となる大日本音楽著作権協会が誕生して
以来、音楽を愛する皆さまに支えられ、おかげさまで創立80周年を迎えることができました。
　設立当時と現在では音楽の利用形態は大きく変わりましたが、私たち創作者の想い
は今も昔も変わりません。私たちはいつでも、皆さまに愛される音楽をお届けすることに
心血を注ぎ、皆さまに広く適正にお使いいただくことを心から願っております。
　音楽文化の発展には、「創作者」と「利用者」双方が手を取り合うことが不可欠です。
JASRACはその架け橋として、これからも音楽を利用される方々から信頼いただける
「愛されるJASRAC」を目指し、常に誠実に尽力してまいります。
　昨年11月、長きにわたってJASRACとご契約くださり、日本の音楽文化の発展に貢献
されてきた利用者の皆さまへ感謝を込めて、感謝状を贈呈いたしました。この場をお借り
して、あらためて厚く御礼申し上げます。
　これからも音楽が皆さまと共にありますように、変わらぬご理解、ご協力を賜ります
よう、よろしくお願い申し上げます。

昨年の度重なる台風等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。

昨年の台風等で被災された皆さまへ

2019年11月18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。
対象の方々は、別紙の「長期ご契約者で感謝状をお贈りする皆さま」に掲載しています。

贈呈式の様子贈呈式の様子
代表の方との
記念撮影
代表の方との
記念撮影
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夢中になっているうちに
自然と音楽の道へ
　私は音楽を作っている時間が一
番楽しいので、オンとオフという感覚
がありません。今こうして作曲の仕事
をしているのも自然の成り行きなん
です。物心ついた頃から周りに色々
な楽器と音楽があって、それらに親し
んでいるうちに自然と楽器の演奏も
作曲もできるようになって、夢中で
やっていたらプロになっていました。
　作曲するときは楽器には一切触
れず、頭の中で流れるメロディを譜
面に書き起こすようにしています。
今まで歌謡曲や演歌から映画、ア
ニメの曲までいろんな音楽を作って
きましたが、どの曲であってもこのス
タイルは変わりません。

どんな時でも「音を楽しむ」
　特に印象に残っているのは映画
「水のないプール」の音楽ですね。
のこぎりを引いたり打ち付けたりした
音をサンプリングして、それにシンセ
サイザーの音を重ね合わせて･･･とても画
期的なものができたと、自分としても気に
入っている作品の一つです。当時、映画
を見た大島渚監督から「あの音楽は誰が
作ったのか？」と言われるなど、好評を得ま
した。これをきっかけに、内田裕也さんが
出演する映画の音楽を任せてもらえるよ
うになりました。
　「名探偵コナン」の音楽制作はテレビ
シリーズと1997年から毎年公開されてい
る全ての劇場版に関わっていますが、楽
曲数も多くとても大変な作業です。メロ
ディはすぐにできたとしても、皆さんが聞い
ている曲の形にするためには、そこから音
を重ね合わせるなど相当な時間がかかり
ます。プレッシャーを感じることもあります
が、どんな時でも作曲することを仕事と思
わず、楽しむようにしています。「音を楽し
む」のが音楽ですから。
　『居酒屋』（作詞：阿久悠）も沢田研二

の曲もそうですが、イントロの時点で聴衆
の関心をぐっと引きつけるメロディ、というの
は古賀政男先生の影響があるかもしれま
せん。若い頃、兄から古賀先生の楽曲集を
もらってギターで弾いていました。その時の
音色と緻密に作り込まれた印象的なイント
ロをよく覚えています。古賀先生もきっとイ
ントロを大切にされていたのだと思います。
　沢田研二の『勝手にしやがれ』（作詞：
阿久悠）もイントロから生まれた曲です。次
の日がレコーディングの打ち合わせだとい
うのになかなかできなくて、半分あきらめて
家に帰ってピアノの前に座ったら、突然イ
ントロのフレーズが頭に響きました。そうす
ると、それまでの苦労が嘘のようにその後
の流れも自然に浮かんできたんですよ。

釣りも創作も根気が大事
　以前ほど熱中することはなくなりました
が、今でも釣りをしています。仲間たちと

行った諏訪湖のワカサギと九十九里
のフッコ（小さいスズキ）釣りは入れ
食いで楽しかったですね。ワカサギの
時は1,000匹以上は釣ったし、フッコ
はさばくのに朝までかかりました。
　特に手ごわかった魚といえば5年
ほど前に釣った本マグロ。体重100
㎏ぐらいはあったかな。マグロは素早
く、深く潜るから一人で釣るのは無
理。三人がかりで交代して釣り上げ
ました。
　釣りと作曲には通じるものがある
かもしれません。どちらも集中力と、そ
れを保ち続ける根気が必要です。釣
りについては最近根気が無くなって
きましたが（笑）音楽についてはまだ
まだ！今でも新しい、素晴らしい音楽
素材を聞くと、これをどうやって生か
そうかと創作意欲が湧き出てきてワ
クワクします。これからもっと新しい音
楽を探し求めていきたいですね。

作曲家　大野 克夫さん

P r o f i l e

1939年京都市生まれ。京都・大阪のジャズ喫茶を中心にスチールギター奏者と
して音楽活動を開始。1962年にザ・スパイダースのメンバーとなり活躍する。
1971年に沢田研二、萩原健一らとともにＰＹＧ（ピッグ）を結成。その後ステージ
活動のかたわら、テレビ・映画音楽を手がける一方、多数のアーティストへ楽曲を
提供する。特に沢田研二への提供曲は多く、1977年の『勝手にしやがれ』は、日
本レコード大賞、日本歌謡大賞など各音楽賞を受賞。人気アニメ「名探偵コナン」
の音楽を放映スタート時から現在まで担当するなど、幅広い分野で活躍している。
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お お の か つ お

主な作曲作品
『勝手にしやがれ』『時の過ぎゆくままに』（沢田研二）、『ブーツを脱いで朝食を』（西城秀樹）、『居酒屋』
（五木ひろし＆木の実ナナ）、【テレビ音楽】「太陽にほえろ」「名探偵コナン」、【映画音楽】「水のないプール」
「十階のモスキート」など 

私のオフ
ステー

ジ
vol.17

https://www.jasrac.or.jp/

　阿久悠さんが企画した、五木ひろしさんの
アルバム「感涙ロードショー」で4曲を任された
のですが、その中の１曲が『居酒屋』でした。実
は、初めのうちはデュエットソングになるかは決
まっていなかったんです。でも阿久さんの歌詞
が掛け合いのようになっていたので、これは素
晴らしいデュエットソングになり得るな、という
予感がありました。作曲するにあたって「歌い
やすく親しみやすい」、一度聴いただけですぐ
に覚えて歌ってもらえるようなメロディにできた
ことが、カラオケでヒットした理由だと思いま
す。発表してから30年以上がたちますが、これ
だけ長い間皆さんに愛してもらい、歌い継がれ
ていることを大変うれしく思っています。
　とあるテレビ番組に出演する際、五木さんか
ら「大ヒット、やったね！」と声をかけられたのを懐
かしく思います。そういえば、ホノルルに滞在し
ていたとき、現地のラジオから『居酒屋』が流
れて驚いたことがありました。阿久さんが一番
気に入っている曲だと紹介されていてうれし
かったですね。

『居酒屋』創作秘話

大野克夫さんの直筆サイン色紙を抽選で３名様にプレゼント。
右記のＱＲコードからアンケートのご回答と必要事項をご入力のうえ、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：２０２０年２月２９日）




