
大学は経済学部、几帳面です
し、机の上で計算するのは嫌い
ではありませんでしたので、税
理士とか会計士になろうと漠然
と考えていたのですが、つボイ
ノリオさんや奥山敬造さん、井
上隆司さんと知り合い、特に井
上さんの音楽ビジネスに対する
理念、人との接し方の一生懸命
さに感化され興味を持ったこと
で、私の人生はいい方向に変わ
ったと感じています。

時代の流れに乗って
年商80億円

76年３月に入社した当時、
サンデーフォークは有限会社
で、社員は私を入れて５名でし
た。いまだに仲間内で集まって
何かをやっているという感覚で
います。
入社したときの年間のコンサ
ートは 16本、年商 3,600万円、
コンサートの動員数は１万人ほ
どでした。
今は年商 80億円ほどの売上
が続いています。社員は約 80
名、年間のコンサート動員は
160万人前後です。
サンデーフォークがこれほど
大きなビジネス規模になったの
は、サンデーフォークだけの力
ではなく、３つの要素があると
思います。
①「時代背景」です。70年安

保の闘争があった頃です。アメ
リカからきたフォークソング、
日本では岡林信康さんなどのフ
ォークソングシンガーたちは若
者にとって代弁者であり、多く
の若者の心を捉えました。
音楽が好きな学生や若者はア
ーティストになったり、レコー
ド会社の制作者になったり、ま
たラジオ局、新聞社に入社した
り、我々のように地域に残って
プロモーターとしてコンサート
を企画したりして、音楽業界は

一大産業に成長していきます。
私たちは、アリス、甲斐バン
ド、サザンオールスターズなど、
まだ売れない新人の時からプロ
ダクションとかレコード会社と
一緒になって名古屋でキャンペ
ーンをして、放送局のゲスト出
演、レギュラー番組の依頼、地
元の企業のＣＭ、イベントを組
んでのライブ、学園祭の企画を
しました。
70年代後半、山田さんとい

うＴＢＳの名物プロデューサー
は、テレビでもきちんとした音
楽を届けたいと『ザ・ベストテ
ン』というナマ放送の音楽番組、
しかも生中継もする画期的な番
組を始め、ニューミュージック
という言葉が生まれ、ハウン
ド・ドッグ、サザンオールスタ
ーズ、アルフィー、松山千春、
長渕剛など多くのアーティスト
がスターになりました。
80年代にエピックレコードが
出来て、佐野元春、渡辺美里、
ストリート・スライダーズなど
のロック系の音楽と融合して面
白い時代になったのですが、そ
れがテレビや新しい音楽雑誌
『Ｇb』とコラボし、また各地の
レコードショップにはプロモー
ションビデオが流れ始めまし
た。
元々深夜放送は、若者の間で
ブームを続けており、レモンち

ゃん、オリーブ、アマチンなど
人気のパーソナリティーが登場
して以来、ラジオ局という媒体
も我々を応援してくれて、音楽
シーンが広がっていきました。
②名古屋という「土地柄」で

す。東海エリアは 10％のシェ
アがあるのですが、キャンぺー
ンをするのに東京は広すぎ、大
阪は雑多ですが、名古屋は中日
新聞とかメディアが集中してお
り、凝縮して攻めることができ
る重点地域でした。
名古屋は封建的地域と言われ

ますが、進歩的と思われる我々
の業界でも、当時は大変に封建
的でした。放送局を回ってラジ
オ局のディレクターやプロデュ
ーサーにお願いして曲をかけて
もらうのですが、まともに口を
聞いてくれないのです。うちは
東海ラジオやＣＢＣラジオに毎
日通って一緒に食事をしたりし
ていましたから、便利屋でもあ
ったのですが、サンデーフォー
クを通してなら話ができるとい
う、東京と名古屋のパイプ役と
いういいポジションが作れまし
た。
また、名古屋の人はブランド

に弱いですね。「このミュージ
カルはニューヨークで何日間満
員になった」、「武道館を満杯に
した」という話題作りをしてか
らチケットを販売するとすぐ売
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音楽の仕事は
ワンナイトドリーム

1951年に生まれました。兄の
影響で音楽が好きになり、ビー
トルズやローリングストーンズ
など洋楽のロックを聞き、中村
高校で先輩のバンドを観てバン
ドを作り、ドラムスを担当、音
楽にのめり込んでいました。大
学でも違うメンバーで３ピース
（ギター・ベース・ドラムス）バ
ンドを組みました。
その頃あった『バイタリスフ
ォークヴィレッジ（後のライオ
ンフォークヴィレッジ）』という
深夜放送の番組で、1971年で
すが、第１回全国フォークソン
グコンテストが開催されること
になり、名古屋で活動している
チェリッシュが応募したいけれ
どドラムスがいないということ
で、私に声がかかりました。と
いうのは、大学のフォークソン
グ研究会の先輩のつボイノリオ
さんとチェリッシュの奥山さん
で高校時代にＣＤを制作したこ
とがあって、その縁でチェリッ
シュのドラムスとして中部地区
代表で出場、そこでビクターレ
コードのプロデューサーの目に
止まり、９月５日、松井悦子さ
ん、松崎好孝さんとの５人で
『なのにあなたは京都へゆくの』

でデビューしました。その年の
年末番組『行く年、来る年』で
は、名古屋のレジャックのディ
スコで歌い、全国ネットで放送
されましたが、それを最後に私
たちはバンドを抜けることにな
りました。
原因はお金の事もありました

が、音楽方針の違いです。
私は大学に行きながら家の商

売の手伝いをして、週末はチェ
リッシュのバンド活動をしてい
たのですが、『なのにあなたは
京都へゆくの』はシングルで30
万枚売れ、また全国のトップテ
ンの番組にも出たことがいい思
い出です。
その後、チェリッシュは松井

さんと松崎さんの２人で売り出
し、日本のカーペンターズとい
うキャッチフレーズで人気が出
ました。
そういうことで、音楽の仕事

は、ワンナイトドリーム、ある
日突然有名になると大きく飛躍
できて大金が入ってくることを
知り、素晴らしいビジネスだと
思いました。

素晴らしい人たちとの
出逢いで方向転換

その後、つボイノリオさんが
ミッドナイト東海で深夜番組を
やっていましたので、東海ラジ

オへ遊びに行ったとき、スタジ
オでつボイノリオさん、奥山敬
造さんの男５人でテープを録音
して放送したら、すごい反響が
あって、ビクターレコードから
再デビューすることになりまし
た。そのときは几帳面な私がギ
ャラを預かり、経費を除いてみ
んなに分配していました。
チェリッシュの時に知り合っ

たサンデーフォークプロモーシ
ョン（以下サンデーフォーク）
を興した井上隆司さんは、音楽
に対しての情熱があり、熱心な
方でしたので、マネージャーを
２年間お願いしました。
大学は５年かけて卒業、バン

ドは惜しまれつつ解散しまし
た。
メディアや広告に興味があり

ましたから、小さな広告代理店
に就職しましたが、つまらなく
て 11カ月で辞めました。23歳
でした。
サンデーフォークの井上さん

のところに遊びに行って、「昨
日会社を辞めた」と話したら、
「桑原さんはメディアに入りた
い、広告の仕事がしたいと言っ
ているが、逆にメディアや広告
代理店と仕事をするのも面白
い」と言われ、翌日から、サン
デーフォークに勤めることにな
りました。
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「私たちの音楽ビジネス」

日　時／平成22年２月16日（火）

場　所／名古屋市西文化小劇場

講　師／㈱サンデーフォークプロモーション
取締役相談役

桑 原 宏 司 氏



不況でも
売上は維持

私どものメインの仕事はコン
サートです。マーケティングを
しているぴあ総研の資料により
ますと、2008年の総売上（ライ
ブエンタメ市場――音楽、舞台、
映画、スポーツ、遊園地の５品
目）は、１兆1,160億円でした。
前年比 1.2％増です。世の中の
景気が悪い割りには売上は減っ
ていませんが、映画と遊園地に
ついては動員格差が広がってい
て、遊園地は東京ディズニーラ
ンドが一人勝ちだそうです。
不況の時には映画やディス
コ、ＣＤ、ＤＶＤ、ゲームソフ
トなど数千円の手軽なレジャー
が強いと言われていまして、私
のところは160万人前後で数字
は変わっていませんが、15,000
円を超える高額な商品が少し売
りにくくなっていると感じてい
ます。
昨年、『コルテオ』というサ

ーカスをやったのですが、過去
にない動員数で、満席率 97％
でした。12,000円で押さえたか
らで、もう少し高いと売れ残っ
たのではないかと思います。
少し大人向きのコンサート、
谷村新司さん、加山雄三さん、
さだまさしさんなどのコンサー
トの場合、週末と平日では２割
ほど動員数が違います。先日は、
ユーミンのコンサートを３時開
演でやりました。今ま
ではエンターテイメン
トは文化だと思ってい
ましたけれど、これか
らは、お客様の立場を
考えたサービス業のニ
ュアンスも加味しなけ
ればと思っています。
私たちが一番頑張っ
てきた時と今では、少
しずつビジネスのやり
方が変わってきていま

すが、私たちがやっているのは
“非日常の提供”です。非日常
がないと楽しい人生になりませ
ん。私どもの会社は、その非日
常を毎晩のように皆さんに提供
できるわけですから、非常にや
り甲斐のある仕事だと思いま
す。

基本は宣伝の場である
コンサートのプロモーション

サンデーフォークの基本スタ
ンスは、「アーティストに場を
提供すること」です。アーティ
ストにとって一番大事な宣伝の
場であるコンサートをプロモー
ションする、日本で最初にプロ
モーションと名前が付いた会社
です。
今は、成熟してしまったビジ
ネスですが、当時は、「このア
ーティストは、どこでどのタイ
ミングで売り出すのか」、東京

サイドと相談して任さ
れてやってきましたか
ら、大変ですが面白か
ったし、やり甲斐があ
りました。
私は今、音楽文化の
地産地消を提案してい
ます。名古屋で頑張っ
ているアーティストを
名古屋で応援して“名
古屋のスター”を生む
のです。

万博の時に、金山駅の再開発
で『アスナル金山』という商業
施設ができたのですが、プロデ
ュースした北山さんから「音楽
で何かできないか？」と相談が
ありましたので、名古屋のイン
ディーズのためのステージを造
ってもらいました。毎日５時か
ら６時まで２組が演奏していま
す。
その延長で栄ミナミ音楽祭が

2007年から始まって今年で４回
目になります。矢場公園、ナデ
ィアパークなど大津通りを中心
とした公認ストリートライブ会
場で、名古屋のインディーズの
メンバーと東京の有名なアーテ
ィストと一緒のステージで演奏
する音楽祭です。
栄と金山で音楽を発信する場

が出来ましたので、次は名古屋
駅で何かできないかと考えてい
ます。地域の色に合わせて名古
屋駅でジャズ、金山でＪポップ、
栄でヒップホップやポップス、
ジャズは radio-i、ヒップホップ
は ZIP-FM、ＪポップはＦＭ愛
知とコラボして、音楽の地産地
消で街を楽しく賑やかにするこ
とをこれからも続けていこうと
思っています。

この記事は平成 22年２月 16日の
講演を要約したものです。

文責（社）名古屋西法人会
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り切れ、仕掛けがしやすい街で
した。

新しいビジネス、
ロイヤリティービジネスで
飛躍的成長

そして、こういう仕事に関わ
った大きな要素は③「ロイヤリ
ティー（著作権）ビジネス」で
す。
著作権は、アーティスト、創
造者を国の法律で保護する大き
な権利です。日本には２つの著
作権管理団体があり、有名なの
は日本著作権協会（ＪＡＳＲＡＣ）
です。著作権協会に登録した楽
曲について、アーティストに代
わり使用料を徴収する団体で
す。「ＣＤを出す」、「放送局で
曲がかかる」、「カラオケで歌う」
と数パーセントの著作権が設定
されています。出版会社は、ア
ーティストと契約をして著作権
協会に登録するだけでコストは
ありませんから、すごい利益を
生むのがロイヤリティービジネ
スです。
ＣＤアルバムは３千円程度で
売られていますが、ＣＤショッ
プに 25％前後、残り 75％ほど
がレコード会社のものになりま
す。そのうち約 30％が著作権
協会に入ります。協会は６％の
手数料を取り、残りは原盤会社
と出版会社に振り分けられま
す。
サザンオールスター
ズの桑田くんは音にこ
だわります。今は自分
のスタジオを持ってい
ますが、20年ほど前は、
３カ月から長いと半年
間もレコーディングス
タジオを押さえて何回
も練習をするので、ス
タジオの使用料、ミュ
ージシャンのギャラを
考えますと数千万円の

費用がかかります。原
盤を作る会社は、10万
枚売れば３千万円ほど
の印税が入るのですか
ら、コストを３千万円
で押さえれば、後は何
もしなくてもお金が入
ってくるのです。
演歌歌手やアイドル

歌手はヒット曲が出て
人気が出ても自分が出
演してギャラを稼ぐし
かありませんが、桑田佳祐さん
や小室哲哉さんは、寝ていても
お金が入ってくるわけで、ビジ
ネス規模が違います。
私が音楽業界に入った時は、

作品を自分で創造して歌う、い
わゆるシンガーソングライター
が続出した時代で、私たちもそ
の大きな歯車の中の新しいビジ
ネスで飛躍できました。

昔と今の
音楽ビジネスの変遷

私がサンデーフォークに入っ
た頃は、ライブハウスもなくて、
浜田省吾さんも長渕剛さんも若
かったですから、年に100回と
か150回も、ライブを行い、そ
の入場料金は安くして、自分た
ちの曲やＣＤを宣伝するため
に、全国の小さなホールを回っ
てライブ活動をしていました。
私たちは売れてから付き合う

のではなく、売れる前から一緒
に苦労した関係ですから、人気

が出てからもその人間
関係は続き、久しぶり
に名古屋に寄ってくれ
ると昔話に花が咲く関
係を保てています。
しかし、ＣＤ、ＤＶＤ
の売上は 95年がピーク
で、ＣＤの総販売数は
95年が224万枚（売上約
７千億円）、2009年度の
総 販 売 数 は 9 8 万 枚
（3,500億円）で約半分に

なりました。これはダ
ウンロードの問題と、
レンタルＣＤショップ
が影響していると思い
ますが、レンタルやダ
ウンロードは、一方で
は、アーティストのプ
ロモーションになって
いると思います。
ダウンロードの配信
売上は年々伸びていま
す。2005年は 343億円

ですが、2008年は906億円です。
配信にも印税がかかりますが、
ＣＤの売上に比べビジネス規模
は小さいです。
上場しているエイベックスは

年間の売上を維持することもあ
り、コンサートのサイクルを早
くしていて、倖田來未さん、浜
崎あゆみさんは、ほぼ毎年コン
スタントにコンサートをやって
います。昔はＣＤを売るために
ライブをやっていたのですが、
今は目的が違ってきたと思いま
す。
今、東京サイドが一生懸命や

っているのは、ファンクラブで
す。ファンクラブでファンを獲
得することは大きなメリットが
あります。SMAPや嵐などが所
属しているジャニーズ事務所の
ファンクラブには45万人ほどの
ファンがいて、その年会費だけ
でも、すごい収入です。最近は
ファンクラブだけのコンサート
をするようになりました。これ
はファンにとっては大きな優越
感です。印税収入が落ちた分、
コンサートのチケットやグッズ
を売って収入を得ることが大切
になってきました。
昔はレコード会社や一般企業

の冠等で高額な協賛費を得てい
ましたが、今ではそういうこと
もなくなり、入場料が徐々に値
上げされています。
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