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第３回通常社員総会議事録 
 

平成２５年６月１２日午後２時、一般社団法人日本音楽著作権協会９階理事会議室において 
第３回通常社員総会を開催した。 

 
議決権のある当法人社員総数  ２１１名 
総社員の議決権の数         ２１１個 
出席社員数（委任状によるものを含む）  １３５名 
この議決権の総数            １３５個 

出席理事  川口眞弘 小六禮次郎 三枝成章 猿谷紀郎 篠﨑正嗣 椙山浩一  
寺嶋民哉 外山和彦 直居隆雄 萩田光雄 服部克久 佐藤文英  
前田俊明 山移高寛 山下康介 斎藤 徹 渡邊俊幸  

出席監事  小森昭宏  
 
以上のとおり社員の出席があったので、理事外山和彦は選ばれて議長となり議長席につき、本日の出席社
員数及びその議決権の数が上記のとおりである旨を事務局長萩田恭代より報告をうけ、本総会は適法に成
立したので開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。 
 

第１号議案 ２０１２年度活動報告及び承認に関する件 
議長の指名により業務執行理事直居隆雄が当期における下記の活動報告をした。 

1. 公益活動 
議長の指名により副会長小六禮次郎が当期における下記の活動報告をし、会長服部克久が補足した。 

2. 著作権関連 
議長の指名により業務執行理事直居隆雄が当期における下記の活動報告をし、副会長小六禮次郎が 
補足した。 

3. 著作隣接権関連 
4. 権利擁護活動 

議長の指名により常任理事寺嶋民哉が当期における下記の活動報告をした。 
5. 広報活動 

以上により議長はその承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。 
 

第２号議案 第３期（平成２４年４月１日至平成２５年３月３１日） 
事業報告及び決算の承認に関する件 

議長の指名により、当会顧問会計事務所日本ビジネス総合研究所森勇二が当期における事業状況を 
事業報告及び附属書類により詳細に説明報告し、下記の書類を提出した。又、監事小森昭宏から監査 
結果の報告があり、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。 

１． 貸借対照表 
２． 損益計算書（正味財産増減計算書） 
３． 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の付属書類 

 
第３号議案 理事全員任期満了に伴う改選の件 

議長は、定款の規定に基づき、理事全員が任期満了退任となるため、改選の必要がある旨をのべその 
選任につき総会に諮ったところ、佐藤直紀、椙山浩一(すぎやまこういち)、服部克久は賛成票１３４ 
反対票１により選任した。池 毅、小栗 豊（朝川朋之）、川口眞弘（川口真）、小六禮次郎、三枝成章 
（三枝成彰）、猿谷紀郎、篠﨑正嗣、千住 明、寺嶋民哉、外山和彦、萩田光雄、原田敬子、前田俊明、
山移高寛、直居隆雄、服部隆之、佐藤文英（ボブ佐久間）、宮川 晶（宮川彬良）、村松崇継、山下康介、
斎藤 徹（若草恵）、渡邊俊幸（渡辺俊幸）は満場一致により選任した。なお、被選任者はいずれも 
即時就任を承諾した。                                            （p2.に続く） 
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【 JCAA執行部組織 】 
会  長（代表理事）  服部克久 
副会長（代表理事）  小六禮次郎 三枝成彰 
常任理事    猿谷紀郎 寺嶋民哉 外山和彦 萩田光雄 渡辺俊幸 
理  事    朝川朋之 池 毅 川口 真 佐藤直紀 篠崎正嗣 
    すぎやまこういち 千住 明 服部隆之 原田敬子 
    ボブ佐久間 前田俊明 宮川彬良 村松崇継 
    山移高寛 山下康介 若草 恵 
業務執行理事   直居隆雄 
監  事    小森昭宏  馬飼野俊一 
企画部  小六禮次郎(部長) 朝川朋之 北爪道夫 猿谷紀郎 篠崎正嗣  

外山和彦 寺嶋民哉 萩田光雄 宮川彬良 山移高寛 山下康介  
渡辺俊幸 

著作権部   渡辺俊幸(部長) 池 毅 上原 徹 川口 真 小六禮次郎  
千住 明 前田俊明 山移高寛 

国際部    湯浅譲二(部長) 入野禮子 猿谷紀郎 外山和彦 原田敬子 
広報部  寺嶋民哉(部長) 芥川マスミ 萩田光雄 ボブ佐久間 光宗信吉  

横山 淳 若草 恵 
JCAA for you管理委員会 外山 和彦 他  
現代音楽専門委員会（当面これを設置する）  三枝成彰 芥川マスミ 猿谷紀郎 原田敬子 
事務局      萩田恭代 

新理事のご挨拶      村松崇継 

この度、理事に就任させていただきました作曲家、村松崇継です。 
自分が作曲家として、この作編曲家協会の会員になり、早いもので 8年が経ちました。 
この作編曲家協会には、多くの尊敬する先輩作曲家の方々がいらっしゃり、僕にとって、この作編曲家
協会の会員になったことは、日々の仕事の頑張りにも繋がっていました。 
これからは、自分より若い作編曲家の会員の方々にとって、そのような存在になれるように益々精進す
るとともに、理事としては、尊敬する先輩方が作り上げてきた、この協会の意向を受け継いでいけるよう、
頑張りたいと思います。 
近年目覚ましく進化を続ける時代の音楽メディアのなかで、作編曲家の権利関係の問題についても、
少しずつ勉強して関わりながら、明確な主張ができるようになっていければと思います。 
どうぞ、よろしくお願いいたします。 

（p1.からの続き）   
第４号議案 ２０１３年度活動計画の承認に関する件 

議長の指名により、業務執行理事直居隆雄が２０１３年度活動計画を報告した。議長はその承認を求めた
ところ、満場異議なくこれを承認可決した。 

 
第５号議案 ２０１３年度予算案の承認 

議長の指名により、当会顧問会計事務所日本ビジネス総合研究所森勇二が予算案を説明し、その承認を
求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。 

以上で本日の議事を終了し、議長は午後５時３０分閉会を宣した。 

 

 

新理事拝命のご挨拶       池 毅 
 この度、2013年度 JCAA総会に於いて新しく理事を拝命いたしました池 毅（いけたけし）です。 
 私は某美術大学デザイン科出身なのですが、何故か趣味の音楽を生業として 36 年を経過しておりま
す。主にポップス系ボーカル曲、コマーシャル音楽、アニソン＆BGM、教育テレビ等キッズ向け楽曲、ゲ
ーム音楽、遊技機用楽曲、など様々な仕事をさせていただいて来ました。 
 私が仕事をし始めた頃は作曲家（メロディーライター）とアレンジャーの棲み分けが比較的はっきりして
おりました。しかし、今では作曲者がアレンジ・サウンドメイク、さらには音源制作まで担当するケースが当
たり前のようになっております。私を含めそういったスタイルの仕事をされている多くの作編曲家の受け皿
として JCAAの存在は最適にして唯一だと思います。 
 音楽制作の現場ではクライアントから様々なジャンルの音楽を要求されます。それに答えるべく、日々
音楽を作り出しておられる会員の方々のお立場を代弁できるよう、JCAA新理事として真摯に活動して参
りたいと考えております。何卒宜しくお願い申し上げます。    
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 去る 6月 12日、JCAA理事会及び総会が JASRACの 6階会議室にて執り行われた。 

そしてその後は恒例の会員による懇親会があり、小生も参加させて頂いた。 

場所は JASRACの近所にある蕎会席のお店。美味しい料理やワインをたらふく頂いた。 

懇親会には沢山の若手会員も参加され活気に満ち溢れて、それにつられて小生の呑むペースも普段より

も進んでしまった。 

 

ここで突然話しは 40年以上昔にさかのぼる。 

 

築地にあった電通ビルの片隅にスペースを借り、小さな机と一本の電話を置き初代事務局員の秋山さん

と僅か十数人程度のメンバーが『日本アレンジャー協会』という、いかにも怪しげな会を立ち上げた。 

当時我が国では『アレンジャー』とか『編曲家』などという言葉は、まっとうに生活している善良な人々には

耳なじまない、意味すら理解されないものであった。 

『どんなお仕事をなされてますか？』と聞かれて『アレンジャーです』 なんて答えようものならあからさまに

不審な顔をされ、そのまま会話は途切れたものである。 

だがしかし、その発足当時のメンバーたるや それはまさに当時の音楽シーンを支え、劇的に進化発展さ

せた超一流の先生達の集まりで、当然ながら小生など足下にも及ばない存在だった。 

それでもある時、あまりにものギャラの安さと社会的地位の低さを皆でボヤいていると、すぎやまこういち先

生が突然『メンバー全員揃って 2週間位ハワ イへ行こう！そしたら日本の音楽、テレビ等の業界は間違い

なく行き詰まり破綻する。そこで値上げを要求しよう！』 なんて、恐ろしいことを言い出されたのを今でも覚

えている。勿論誰一人としてハワイには行かなかった、っというよりそんな金も無かった、、というのが正直な

ところか。 

 

そしてまた懇親会会場へ戻る。 

 

時がたつにつれ音楽の業界を取り巻く環境はものすごいスピード 

で、劇的な変化をとげている。そうした中、ありがたいことに新たな 

素晴しい『才能達』が着実に JCAAの中で芽吹いて来ていること 

を今回の懇親会に参加して肌で感じる事が出来たことは大変頼も 

しい限りである。 

もはやハワイへ行く必要もないからである。        

 

～総会後 懇親会～  ボブ佐久間 



      JCAA Journal Vol.27, August,2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

去る6月28日、19時よりサントリーホールブルーローズ（小ホール）にてJCAA主催によるコンサート 

「The Chorus Plus」が開催されました。ここ数年当会に所謂クラシック系の会員が増えたこともあり、何か 

ジャンルを超えてコンサートを開催しようという機運の高まる中、今回は、初めての試みとして会員より「コーラ

ス」プラス「何か」で楽曲を提供していただいた結果、作曲家のラインナップもプログラムも編成も「今まで誰も

聞いたことの無い組み合わせのコンサート」（当日プログラム掲載小六副会長挨拶より）となりました。 

参加作曲家は11人、演奏順に湯浅譲二、糀場富美子、寺嶋民哉、渡辺俊幸、木下牧子、猿谷紀郎、徳永

洋明、山下康介、原田敬子、小六禮次郎、一柳慧の各会員、うち9人の作品が世界初演という、これもまた

画期的なことであったと思います。 

当日は三枝副会長の挨拶の後、前半を小六副会長、後半をこのコンサートのプロデューサーでもある猿谷理

事が、NHKの有働由美子アナウンサーと共に司会を務め、演奏の合間に作曲者がトークをするというスタイル

で進行しました。それぞれの作曲家のお話もまるで作品の一部のような感じで聴衆の皆様も作曲家の存在を

より身近に感じていただけたことと思います。それぞれの作品は作風の多彩さはもちろんのこと、編成も女声

合唱、混声合唱（今回は男声がなかったのが残念でしたが）「プラス」ゼロの方からソプラノソロ、ピアノ、チェ

ロ、ギター、ハープ、トロンボーン、或いはそれらを組み合わせて、「プラス」２、３、といったにようにヴァラエティ

に富んでおり、またテキストも日本語の歌詞を伴ったものからヴォカリーズの作品、言葉を意味から切り離し音

素材として用いた作品、そしてルーマニア語によるものまで多岐 

にわたり、今の私達を取り巻く多種多様の音楽のいわば縮図を 

呈しているようでもありました。どの作品も作曲家の個性が刻印 

された力作ばかりでしたが、個人的には湯浅、一柳両会員の 

無駄の無い自由な筆致に、若輩作曲家としてただただ敬服する 

のみでありました。そして何より特筆すべきは合唱をはじめ各演奏 

者が溢れる熱意で作品に取り組んでくださったことで、その熱演に 

対して、また演奏後登壇した作曲家に対しても共に満場の聴衆より大きな喝采が寄せられていました。二時

間を越えるコンサートとなりましたが、ご来場いただいた皆様も最後まで熱心にお聞きくださり、「私共の会員の

音楽の幅広さを改めてご確認」（当日プログラム掲載服部会長挨拶より）いただけたと思います。 

 

今回のコンサートはまさしくJCAAならでは可能になったものであり、私の個人的な感想ですがこの会の会員で 

あることを嬉しく誇りに思うものとなりました。このような試みを出 

来る団体は国内にはもちろん、世界を見渡しても現在も歴史的

にも我が会を置いて例がないと思います。 

今後ともこのような企画を続けていくと同時に、我が会のこれだ

けの素晴らしい活動をもっと世間に広く知っていただくためにも、

会員諸氏のご協力を仰ぎつつ、JCAA、さらに活発に活動してい

こうではありませんか！ 

 

～The Chorus Plus ＠サントリーホール（ブルーローズ） 報告～   徳永洋明 

                  これまでに行われました主催および協賛、後援でコンサートの情報です。 
 
♫ 2月 5日 『ピアノ悠々コンサート』【主催：JCAA 会場：STB139】 
♫ 3月 2日 『親と子のはじめてのコンサート』【後援：JCAA 会場：世田谷区民会館】 
♫ 4月 5日 『A PRAYER』  【主催：JCAA 会場：近江楽堂】 
♫ 4月 5日 『山本理紗 Live in JZ Brat 2013』【協賛：JCAA 会場：JZ Brat】 
♫ 6月 28日 『The Chorus Plus』【主催：JCAA 会場：サントリーホール（ブルーローズ）】 

～JCAA コンサート情報

～ 
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JCAA for You担当理事の外山です。この夏は暑いうえに水不足が心配されます。 

皆さん呉々も体調にはご注意下さい。 

 さて、ご承知の方も多いと思いますが以前から親しい関係にあった日本シンセサイザープログラマー協

会（JSPA）と我が JCAA は本年度からその関係をより強いものにし今後の音楽業界の進展にさらに多角

的に貢献していく事がこの春確認されました。 

その第１歩として 10月 12、13日に西新宿の芸団協・花伝舎にて合同イベントを開催することにいたしま

した。毎年同時期に JSPA はこれまでシンセサイザー・フェスティバルと題した大掛かりなイベントを続けて

きました。 

本年は JCAA と一緒に音楽にプロとして携わる仲間同士、我が国の音楽業界の未来を共に考え、更には

その未来を担う若い人々の育成などの機会作りをして行く足がかりとなるイベントにシフトして行きたいとい

う提案が JSPAからなされました。 

くしくも JCAAには for Youがあり、JSPAには準会員という次世代の育成を視野にいれたプロジェクトがあ

ります。彼らへのいろいろなメッセージと期待を伝えるとともに、本会員諸氏が日頃伝えたいと考えている

ことや知りたいと思っていることをこのチャンスに披露しあったり、聞き合ったりできる楽しく有意義なイベン

トになると思っています。 

形式としてはセミナー、勉強会的なもの中心の予定です。日頃の教育現場では取り上げ難い内容や専門

家にぶつけてみたいシンセサイザーについての疑問などこのチャンスに是非。必要とあれば他業種からの

ゲストも積極的に呼びたいと思っています。取り上げて欲しい話題や話をしたい事、話を聞きたい人などが

あればどうか積極的に事務局までお知らせください。 

皆さん 10月 12、13日はスケジュールをオープンにしておいて下さい。よろしくお願いいたします。 

JCAAの秋のビッグイベントになるよう準備に奮闘中です。 

 

http://www.jspa.gr.jp/ 

秋のビッグイベント！(JSPA,JCAA)    外山和彦 

私は現在日本大学藝術学部音楽学科 3年生で、作曲を専攻しています。 

for Youへの入会のきっかけは作曲家になる為にはどうしたらいいのか？音楽関係の仕事に就くにはどうした

ら良いのか？などの疑問を解消するため、Webで調べていた時に JCAA for You知りました。そして入会し、

今年 4月で 1年が経ちました。 

 これまでリハーサル見学をはじめ、イベント招待、コンサートのお手伝いや懇親会・忘年会など多くのイベン

トに参加させて頂きました。リハ見学では数回の合わせで、素晴らしい演奏をしてしまうプロのレベルの高さに

驚愕しました。そして譜面を見せて頂いたり、作曲家の方々の解説や見解をお聞きしたりと、とても貴重な経

験をさせて頂きました。 

 私は将来、子供のための音楽を書きたいと思っています。この一年、様々なジャンルで活躍なさっている

先生方や、多くの現場を見て、改めて作曲家への思い、憧れは強くなりました。今はひとつのことにとらわれ

ることなく、いろんな事に積極的にチャレンジしていきたいと思っています。そしていつかは皆様の末席に加え

て頂けるよう、努力していきたいです。 

～JCAA for You会員より ごあいさつ vol.1～ 小島 栞 
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私は、こどもの頃から「作る（創る、造る）人」が大好きでした。画家（私のは単に落書き）、
彫刻家（私のは単なる工作）、お米など農作物を育て収穫する人（学校の畑に種を撒くと芽が出た
だけで嬉しく、花が咲き立派なナスやトマトを収穫した時は身震いしたものです・・誰でもそう
ですね）、あとは自動車を造る人（昔は何故、面白いクルマが沢山あったのでしょう？現代では皆、
似ていて・・設計者もストレスが溜まることでしょう）。 

父が演奏家であったので、たまたま音楽、作るなら作曲と決めてから長い歳月が経ち、その間
に、私の音楽は「現代音楽」と世間で呼ばれているジャンルに「分別」されているのを知りまし
た。音楽はゴミか？「ジャンル分け」は解り易さへの方便でしょうが、一方、ジャンルを意識せ
ずに開かれた耳で聴くと、面白い発見が沢山あることも知りました。 

そんな私が JCAAに参加した理由は、なによりも「作曲・編曲を生業とする人たちの相互信頼」
への興味からです。本当は「音楽を生業とする人たち」の、いやいやもっと大きく「作る（創る、
造る）人」が如何に重要な存在価値をもっているのかを社会に気付かせることが必要、だから 
頑張れ JCAA！ 

ところで、浜松市では毎年、同市主催の「バンド維新」が開催されています。三枝成彰さんが
会長時代の JFCが第 1回を催し、以来、私が企画のまとめ役として協力しています。これは、色々
なジャンルの作曲家が書き下ろした 8曲の新作を次々に中高生のウインド・アンサンブルが世界
初演するもので、服部克久会長をはじめ、JCAAの何人かの達人もご参加頂いています。こどもた
ちは柔軟に、しかも楽しく対応してくれるので作曲者もノリノリで、凄い名演になったりします。
個々の作品はオリジナルな方向性を保っているので聴衆の方々にも「ジャンルが違っても解りや

すく、楽しい！」わけです。同じことは JCAA「ピアノ悠々」でも確信しました。色々なジャンル
の編曲者が次々に登場するのに、聴いていて、それぞれの「オリジナリティの輝き」が解りやす
い。ジャンルという言葉が馬鹿馬鹿しく映る、大きなオリジナリティとの出会いは貴重です。 
6月の「The Chorus Plus」は、こうした狙いがドンピシャリと決まり、演奏も素晴らしく、まさ
に盛り上がりました。 

これからも、今の時代を反映した、質の高いイヴェントを続けましょう。輝け JCAA！ 

 

よもやまエッセイ  ～ジャンルとオリジナリティ～ 北爪 道夫 

 

「リーガルエイド」「タックスエイド」をご存知ですか？ 

   ①顧問弁護士や顧問会計事務所に個別に相談できます。 

   ②相談料は、５０００円／３０分の内、会が３０００円負担、 

皆さんのお支払いは、２０００円です。 

 

★ご希望の方は、「利用したい」と事務局にお電話をください。顧問の先生方に事務局から連絡

をしておきますので、直接、先生と連絡を取り合いご相談ください。 

 

≪注意≫  

＊ＪＣＡＡの会費の滞納がないこと。 

＊相談内容を顧問の先生が「リーガルエイド」「タックスエイド」であると 

承認した場合。 

多いに利用しましょう！ 
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かぎにしたがってマスを埋めてください。網目がかかった 8つの文字を組み合わせると、このクロスワード
を作っている時（７月初旬）の私の気分をあらわした言葉があらわれます。それが答えです。 

 
1 2 3  4 5  6   7 

8    9     10  

 11      12    

13    14  15   16 17 

   18     19   

20     21  22    

       23    

24  25  26  27    28 

29    30 31  32  33  

34   35  36   37   

  38      39   
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【ヨコのかぎ】 
 1. オクターブを均等に分割。バッハの曲集の 

名前にもついてます。 
 6. ドビュッシーの交響詩 
 8. ○○○づか歌劇団。音楽学校もありますね。 
 9. 三波春夫さんのヒット曲。○○○○囃子。 

ご自身の作詞作曲なんですね。 
10. グルーヴ。日本語だとこうですかね。 
11. ２人組音楽ユニット。○○○スイッチ 
12. チャーリー・パーカーの愛称 
13. ゲーテ作詞。多くの作曲家が曲にしていますが、

シューベルト作曲が有名。 
14. さあ、コンサートの始まりです。 
16. 挨拶。夢。妙薬。メモリー。。。 
18. 道化師の○○の歌。 

ペール・ギュント第１組曲の第１曲 
19. カーペンターズのヴォーカル 
20. 威風堂々といえば？フルネームでお願いしま

す。（敬称はなし） 
23. リヒャルト・シュトラウスの標題交響曲 
24. 遅れたり、走ったりせずにこれでいきましょう。 
29. 雅楽の琴はこういいます。読み方難しいですね。 
30. ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェン。 

すごい時代ですね。 
 

33. 詩人。魔術師。水色。 
34. 歌詞を書く人 
36. B’zの○○○○ダイヤモンド 
38. ノーミュージック、○○○○○。 

タワーレコードのコーポレート・ボイス 
39. 才能もここまであると、鬼になってしまうの

ですね。 
 
【タテのかぎ】 
 1. 客席から見て舞台左側は「しもて」です。 

こう読まないように！ 
 2. 1989~1990に多くのバンドを輩出した TV番組 
 3. モーツァルトの変奏曲。○○○○星。 

スズキメソッドでも有名ですね。  
 4. サンバのメッカ。カーニヴァルで有名。 
 5. ヤマハのリゾート施設。かつてポプコンが 

開催されていました。 
 6. 歌い手さんの伴奏をすることを略して。。 
 7. 尺八のアンブシュアで音高を下げる方 
10. 歌手の皆さんには大敵です。 
14. 偉大なるチェリスト。ピアニスト原智恵子 

さんの夫 
15. イタリア語でアリア、英語でエア、フランス

語では？ 
17. シタール、タブラ、シャンカール、ラーガと

いえば？ 
18. カントリー・ミュージックに対して○○○

○・ミュージック 
19. オペラ終演！○○○○コールに応えましょ

う。 
21. 変ホ。ドイツ語で。 
22. ヒンデミットのオペラ。○○マティス。姉妹

作の交響曲もあります。 
24. 宏美、良美といえば？ 
25. ピアソラ。○○○○ミロンガ 
26. 音楽用語で「少し」。響きがかわいいですね。 
27. 邦楽で五線譜に対して、「かんどころ」を示す 

譜面をこう言います。 
28. 音楽会にこれがないと老舗音楽番組の名前に

なります。 
31. 編成が決まりました。ミュージシャンの○○

○をお願いします。 
32. チャイコフスキー作曲○○のワルツ 
35. コントラバスのヴィルトゥオーゾ。ゲーリー
37. 管楽器の音を出すためにぜひとも必要です
ね。 

 

Cross Word Puzzle    created by Jun Yokoyama 

 

 

【新入会員】  戸田信子  萩森英明  中村正美  若林崇継    

Achilles Damigos グーテフォルク 坂口野花  高田龍一 山田 豊 

【退会員】 川端マモル 白石哲也                         （入会・退会日順） 

 

～新入会員・退会者～ 
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ヘ イ キ ン リ ツ   ウ ミ   メ 

タ カ ラ   オ マ ン タ   ノ リ 

  ス キ マ   ゴ   バ ー ド   

ノ バ ラ   カ イ エ ン   ア イ 

  ン   ア サ   ー   カ レ ン 

エ ド ワ ー ド エ ル ガ ー   ド 

  テ   バ   ス   カ テ イ   

イ ン テ ン ポ   ブ   ン   ダ 

ワ ゴ ン   コ テ ン ハ   コ イ 

サ ク シ カ   ハ カ ナ イ   メ 

キ   ノ ー ラ イ フ   キ サ イ 

 

口臭の原因のひとつと言われてる「クサイタマ(臭い玉)」ってご

存知でしょうか。 

その存在を初めて知ったのは10年ほど前で、知り合いが「口か

らたまーに、コロリとでるあの玉みたいなのって何なんだろう

ね？」と。 …えっ、知らんぞ、なんじゃそりゃ？聞けばその玉が

とんでもなく臭いらしいんです。数年後、レコーディングの最中

の雑談でその話になりました。その時いた複数の人がその玉が

口から出た経験があったんですね。仁丹くらいの丸い玉で、 

嗅いでみたらやはり強烈な臭いだそうで、咳とか何かの拍子で

口から飛び出すことがあるそうな。「クサイタマ」という名前がつ

いている事もその時知りました。 

どうやら喉の奥、扁桃腺のあたりに小さな穴が複数あってその

中に溜まっていき、玉状になって潜んでいるらしいんですね。口

臭が気になる人は咽喉科で取ってもらうのだそうです。 

家に帰り、早速 Googleで「クサイタマ」を検索してみましたとこ

ろ、当時はなかなかヒットしなくて… 

検索結果のトップに表示されたのは 

「輝く埼玉」でした orz。                                   

(ところで、メロンぐま) 
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発 行 人  服部克久  広報部：寺嶋民哉 芥川マスミ 萩田光雄 ボブ佐久間 光宗信吉 横山 淳 若草 恵  事務局：萩田恭代 佐立 努 関口直仁 

発 行 所   一般社団法人 日本作編曲家協会(JCAA)  〒164-0001 東京都中野区中野 2-7-6 3F  

TEL:03(6666)6266 FAX:03(6666)6267 http://www.jcaa1970.com E-mail : info@jcaa1970.com 

皆さんは作曲や編曲を「いつ」やっていますか？ 僕はといえば以前は、日が暮れてからが本番でした。昼、

世間様が動いてざわざわしているときは、いいインスピレーションが降りてこない、昼に作った曲はしらけたもの

になるという、変な強迫観念があったのです。逆に夜中に作った曲は、研ぎすまされたものが生まれやすいと

いう考えも。一説によれば、インスピレーションが一番冴え渡るのは夜中の 3～4時なのだとか。単に夜中の

静かでぴーんと張りつめたような空気感が好きだってこともあったのですが。 以前、〆切が迫ってきて、そん

な悠長なことを言っている場合でもなくなり、昼夜問わず一曲作っては寝て、一曲作っては寝て…を繰り返

し、いったい自分がいつ起きているのか、いつ寝ているのか…もわからなくなっていたことがあります。当然、

全ての曲を作り終えたときは身も心もボロボロ。そしてレコーディング当日にものすごい胃痛に襲われ、それか

ら一ヶ月以上、胃薬を飲み続ける…なんて感じでした。そんな生活、もつ訳がないですよね？ というわけで

紆余曲折があり、今は早朝 6時くらいに起きて 8時くらいから作曲を始め、夜 10時くらいまでコンスタントに作

業をして（もうその頃には頭が爆発してなんにも出てこなくなってしまっているので）寝て… という規則正しい

日々を送って、最終的にレコーディングを迎えるという感じ。これ、自分としては驚異的なことなのです。 で、

その朝や昼作った曲のクオリティが（あくまで自己評価で）夜中にノリノリで作った曲となんら変わらなくなって

きたような気が。なんでそうなったかはよくわからないのですが、生活の色々な部分を少しずつ変えていった

ら、なんだかそんな感じになってしまいました。 長い年月、仕事を続けて行く。そこには創造性や心と体をど

う折り合いをつけていくかという部分が切っても切れません。むしろそれが今の個人的な最大のテーマになっ

ています。もしこんないい考え方があるよ、こんないい方法があるよ、ということがあれば、今度お会いしたとき

にこっそり教えて下さいね。 

～広報部コラム～   光宗信吉 

～編集長のひとりごと～   寺嶋民哉 

Cross Word Puzzle こたえ 

今年はみんなそう思って

ると思います（汗） 

     ↓ 

『アツクテタマラン』  


