巻頭スペシャル・インタビュー

伝説の音楽人、石坂敬一
ビートルズを日本に根付かせ、“ プログレッ
シヴ ・ ロック ” の命名者でもあり、 名立た
るトップ ・ アーティストを育て上げ、 日本ポ
リグラム～ユニバーサルミュージックで数々
の実績を残し、 ユニバーサルミュージックを
レコード業界トップに躍進させ、 日本レコー
ド協会会長まで務め上げた石坂敬一さん。
2011 年に発行された石坂さんの著書 『出
世の流儀－究極のビジネスマンになる方
法』 は本誌編集長の愛読書。 直接お会い
できるとは夢にも思っていなかった伝説の
音楽人、石坂敬一さんにビートルズからジャ
ズまで貴重な話を聞かせて頂きました。
オシャレでダンディでオーラ全開の石坂さ
ん、 とても素敵でした。
【2016 年 5 月都内某所にて 取材・文： 加瀬正之】
写真提供 ： ワーナーミュージック ・ ジャパン

♪ 今年はビートルズ来日 50 周年にあたりますが、ビー
トルズについて今改めて思うことはありますか？

などのティーンポップも人気があった。 そういうものを
経て、 イギリスで開花したのがクリフ ・ リチャード、 シャ
ドーズ、 ビリー ・ フューリーなどのイギリスのロックン
ビートルズは 9 年間存在して、 消えちゃったわけで ローラーたち。 今度はそれを土台に違う側面から来た
すね。 正確に言えば活動期間は 8 年ちょっとですけど、 のがビートルズやローリング・ストーンズでしたね。 やっ
だから 50 年経っても 100 年経っても存在した 9 年間 ぱりそういうような存在って、 ビートルズがいて礎石が
というのは非常に短い。 だからビートルズの 213 曲を あるわけですよ。 礎石を意識して聴かないとビートル
じっくり聴きたいですね。 ビートルズは今の私にとって ズの本当の姿は出てこないと思います。 聴いていない
は自分の余生を彩る楽しみかな。
人にはなかなか難しい修行にあたるけど、 ビートルズ
を超えたいならそれをぜひやって欲しいと思いますね。
♪ 石坂さんにとってビートルズとの出会いが音楽業界
での始まりだと思いますが、 石坂さんの中でビートルズ ♪ 石坂さんが音楽業界に入られて最初に手掛けられ
を超えるような存在になり得るアーティストはいますか？ たビートルズの 『ホワイト ・ アルバム』 はとても思い
出深い作品だと思いますが、 初めてビートルズを聴く
残念ながら、 いないですね。 ビートルズにはその 人に薦めるアルバム 3 枚を挙げてもらえますか？
時代があったので。 どういう時代かというとアメリカの
オールド ・ ロックンロール全盛時代を経て、 1950 年代
『アビー・ロード』 『ラバー・ソウル』 『ハード・デイズ・
の後半という時代があって、 その真ん中の流れが消え ナイト』 の 3 枚ですね。 『アビー ・ ロード』 は完成度
ちゃって、 サーフィンとかビーチ ・ ボーイズ、 あるいは、 が最も高いアルバム。 『ラバー ・ ソウル』 はビートル
ベンチャーズなどのインストゥルメンタルのバンドが多 ズが少しややこしい音楽に発展するきかっけになった
かったですね。 あと、 バラードですね。 ボビー ・ ヴィン アルバムですね。 プログレのアルバム。 『ア ・ ハード ・
トンとかジョニー・マティスなどのバラード。 それから「ヘ デイズ ・ ナイト』 はビートルズのありのままの姿をとら
イ・ポーラ」 とか、 ボビー・ライデルとかボビー・ヴィー えているアルバムです。
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♪ ビートルズの息子たち、 それぞれのメンバーの 2
世たちが音楽活動をしていますが、 石坂さんは彼らを
どう思われていますか？
みんな親父が全体的に優れているか、 天才がいた
バンドにいたから優れていたのか。 いずれにしろ、 親
父を越すことは難しいですよね。 父と子とか、 母と子と
か、 私はそういうのは否定的なんですよ。 音楽の才能
でいくなら分かるけど、 父と子の関係でいくようなこと
はどうだろうと。 ですから、 彼らに関しての質問にはい
つも疑惑が入っています。
♪ 今年に入ってからデヴィッド ・ ボウイ、 プリンスなど、
大物アーティストの訃報が多いですが、特にデヴィッド・
ボウイについて特別な思いはありますか？
て石坂さんの視点でアドバイスを頂けますか？
1971 年頃にボウイの人気がイギリスで爆発して、
「ジギー ・ スターダスト」 とかいろんな歌が当たった。
それで、 T レックスと一緒にデヴィッド ・ ボウイはグラ
ムロックの中心になった。 T レックス は僕が担当して
いたんだけれど、 マーク ・ ボランもデヴィッド ・ ボウイ
もこの世のものとは思えない艶やかさがありましたね。
マーク ・ ボランは 1977 年に死んじゃって、 デヴィッド ・
ボウイは今年の 1 月に亡くなって、 寿命といえば寿命
なんだけど、 残念なことですね。 やっぱり従来ある音
楽をやりながら、 それがブームになっていくというのは
大変なことですよ。
♪ これまでジャズについて語られていたことはあまり
なかったと思いますが、 石坂さんとジャズの接点につ
いて聞かせて下さい。 好きなジャズ ・ ミュージシャンな
どいましたか？
ジャズで好きなのはベースのミロスラフ ・ ヴィトウス。
それから、ピアノのセロニアス・モンクかな。セロニアス・
モンクはオムニバスの中の曲を聴いているんで、 アル
バムのことは良く知りません。 セロニアス・モンクの 「セ
ロニアス」 っていう曲ありますよね。 あの曲はいいなっ
て思いますね。 ミロスラフ・ヴィトウスはジャック・ブルー
スがベースが凄く上手いんで、 ジャック ・ ブルースに
匹敵するベーシストはいないかなって思っていたらミロ
スラフ ・ ヴィトウスがいたんです。

例えばジャズの場合、 評論家が多い。 評論家が力
を持ってますね。 だから、 評論家を頼りにしてやって
いくと常にこの状況だと思う。 レコード会社の人か、 あ
るいはアーティストに興味がある人が 1 人のアーティス
トに集中してプロモーションするっていうことはなかなか
出来ないですね。 それをやるといいです。 その方が絶
対にいいと思います。
♪ 石坂さんは矢沢永吉さんとの関係も深いですが、 石
坂さんが感じた矢沢さんの魅力をお聞きかせ下さい。
矢沢永吉は外観も魅力的だけど、 音楽的に首尾一
貫していることですね。 バラードであれ、 ロックンロー
ルであれ、 彼の姿勢は常にロックンロール。 ロックが
身体に染み付いている。それは内田裕也も同じですね。
♪ 差し支えない範囲で、 矢沢さんとのエピソードがあ
れば聞かせてもらえますか？
1970 年代の昔、 内田裕也と矢沢永吉が対立的に
あって、 古い話なので詳しくは覚えていないんだけど、
何かの問題で対立して、 2 人が会うことになったんで
す。 それでその時、 僕と村上ガンさん （＝内田裕也さ
んの元のマネージャー村上元一さん） がレフリー役だっ
たんですが、 あれは面白かった。 結局、 大ごとにはな
りませんでしたけど。

♪ 現在のジャズ ・ シーンには若くて才能あるアーティス
トもたくさん出て来ていますが、 ジャズが音楽ビジネスと
して壁を超えられるチャンスはあるとお考えですか？

♪ ちょうど氷室京介さんのライヴ活動からの引退の
ニュースが流れていますが、 BOØWY も石坂さんが担
当されましたね。

ものに寄りますね。 最近のジャズは分からないです
が、 前衛ジャズとかミュージック ・ コンクレートを中心と
するようなアバンギャルドなジャズは絶対に日本じゃ受
けないと思う。

氷室は BOØWY のリーダーで、 BOØWY は日本最
初のロックの成功者ですね。 氷室と BOØWY はロック
の範囲から出たことないです。それは貴重なことだよね。
大陸的音楽であるロックが初めて日本の日本人による
音楽で当たった。 東京ドームでのラストギグで 5 万 5 千
人集めて 3 日間ライヴをやるって、 氷室は凄いですよ。

♪ ジャズというジャンルの課題、 ジャズの未来につい
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♪ BOØWY について再結成を望む声が多かったです
が、 再結成についてはどう思われていましたか？

ジタル配信についてどう思われますか？

僕は音楽に関して、 デジタルは反対なんです。 音
再結成はしない方がいいと思う。 あの時代の音楽 楽は手間暇掛けて聴くものであって、 歌詞カードも評
であり、 それを否定出来ない。 クリームも再結成しな 論もないですからね。
い方がいいと言っていたら、 ジャック ・ ブルースが死ん
じゃったから。 ビートルズも再結成はなかったですから。 ♪ 本誌のようなジャズの音楽雑誌というメディアの今
後のあるべき姿について聞かせてもらえますか？
♪ これまで何か楽器は弾かれていたのですか？
編集部の方針が強い雑誌が必要だと思いますね。
バンドを作っている時にベースをやっていました。 例えば、 アーティストを育てたいと本当にそう思うなら、
社会人になっても弾いていたけど、ほんのちょっとです。 それをやるべきです。 月毎、 季刊毎に出す雑誌にいつ
楽器はフェンダーのジャズ ・ ベース。 ジャック ・ ブルー も特集が載っているとか。 それは評論家がいるとそうな
らない。 ジャズはそういうような音楽だと思うんですね。
スの影響よりもベンチャーズの影響で始めたんです。
♪ 石坂さんがベースを弾かれている音源は残されて
いないのですか？

♪ 石坂さんが注目している若手アーティストはいます
か？

加山雄三の 「旅人よ」 というレコードでバックに僕
のコーラスが入っています。 ベースも弾いたんだけど、
プロに代えられた （笑）。 ベースはまだ家にあります。
名前は忘れてしまいましたが、 日本人のベーシストに
譲り受けた楽器です。 ギターもちょっと弾いていました
ね。 ギターはクロード ・ チアリの 「夜霧のしのび逢い」
の影響からでした。

声がいいのは川島ケイジ。 ジョニー ・ マティスみた
いな円熟した歌手になって欲しいですね。 9 月頃にメ
ジャーデビューすることになっていますが、 アルバムに
もカヴァー曲を入れたり、 ヨーロッパの映画の主題歌
などを歌うといいですね。 彼の声は本当にいい。

♪ お気に入りのベーシストを 3 人挙げるとすると誰に
なりますか？

♪ 石坂さんがやり残していること、 やってみたい事は
ありますか？
川島ケイジを育てたい。 アルバムが常に 5 万枚売
れるようなアーティストにしたいです。

ジャック ・ ブルース、 ジョン ・ ポール ・ ジョーンズ、
そらから、 ポール ・ マッカートニー。 アルバムでよく聴 ♪ 最後に石坂さんにとって音楽とはなんですか？
いたのはジャック ・ ブルース、 クリームですね。 クリー
私にとっては仕事であり、 趣味であり、 世の中を見
ムの 『ホイールズ・オブ・ファイア』 というアルバムです。 るフィルターですね。
あと、レッド・ツェッペリン。 ツェッペリンは 2 枚目の『レッ
ド ・ ツェッペリン II』。
【石坂敬一プロフィール】
♪ 最近聴いている音楽は何ですか？
ジミ・ヘンドリックス、 レッド・ツェッペリン、 ディープ・
パープルなどのハード ・ ドライヴィングな音楽を聴いて
います。 日本のアーティストではブルース・クリエイショ
ン、クリエイション、あるいはファー・イースト・ファミリー・
バンドなどを聴きますね。
♪ 石坂さんにとって思い出深いアルバムを 3 枚挙げ
てもらえますか？
クリームの 『ホイールズ ・ オブ ・ ファイア』、 レッド ・
ツェッペリンの 『レッド・ツェッペリン II』、 あと、 ピンク・
フロイドの 『原子心母』 （＊このアルバムは石坂さん
が手掛け、 日本語のタイトルも石坂さんが命名）。
♪ 昨今、 デジタル配信などの勢いが凄いですが、 デ
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1945 （昭和 20） 年 8 月 25 日生まれ。 慶應義塾大学
経済学部卒。 1968 年東芝音楽工業 （現 ・ EMI ミュー
ジック・ジャパン） 入社。 洋楽・邦楽の両分野で活躍し、
ビートルズ、 ピンク ・ フロイド、 レノン＆ヨーコ、 T レック
ス、 エルトン ・ ジョン、 ジェフ ・ ベック、 矢沢永吉、 クリ
エイション、 松任谷由美、 長渕剛、 BOØWY 等を担当。
1994 年にヘッドハンティングにより日本ポリグラム （現
ユニバーサルミュージック） へ代表取締役社長として移
籍。1998 年ユニバーサルミュージック代表取締役社長、
2001 年同社代表取締役社長兼 CEO、 2006 年同社代
表取締役会長兼 CEO、 2009 年同社最高経営責任者
兼会長、2010 年同社相談役を歴任。 2011 年ユニバー
サルミュージック相談役を退任し、ワーナーミュージック・
ジャパン代表取締役会長兼 CEO に就任。 2014 年よ
り同社取締役名誉会長に就任。 その他、 2007 年から
2011 年まで日本レコード協会会長を務める。 2009 年
藍綬褒章、 2015 年旭日中綬章受章。 現在に至る。

石坂敬一さんがインタビューで語ってくれた思い出のアルバム！
ハード ・ デイズ ・ ナイト
ザ ・ ビートルズ

ラバー ・ ソウル
ザ ・ ビートルズ

（ユニバーサル ・ ミュージック ： TYCP-60003）

（ユニバーサル ・ ミュージック ： TYCP-60006）

石坂さんが 「ビートルズのありのま
まの姿をとらえている」と語ったビー
トルズの 3 作目。 【1964 年録音】

石坂さんが 「プログレのアルバム」
と語ったビートルズの 6 作目のオ
リジナルアルバム。【1965 年録音】

アビー ・ ロード
ザ ・ ビートルズ

クリームの素晴らしき世界
クリーム

（ユニバーサル ・ ミュージック ： TYCP-60013）

（ユニバーサル ・ ミュージック ： UICY-20017）

石坂さんが 「完成度が最も高いア
ルバム」 と語ったビートルズの 12
作目のアルバム。 【1969 年録音】

石坂さんが思い出深いアルバムと
して挙げたクリームの 3 作目＆ 2
枚組アルバム。【1967~1968 録音】

レッド ・ ツェッペリン II
レッド ・ ツェッペリン

原子心母
ピンク ・ フロイド

（ワーナー ・ ミュージック ： WPCR-15688）

（ワーナー ・ ミュージック ： WPCR-80124）

石坂さんが思い出深いアルバムと
して挙げたレッド ・ ツェッペリンの
2 作目のアルバム。【1969 年録音】

石坂さんが思い出深いアルバムと
して挙げ、 邦題を命名したピンク ・
フロイドの 5 作目。 【1970 年録音】

ベスト ・ オブ ・ セロニアス ・ モンク
セロニアス ・ モンク

限りなき探究
ミロスラフ ・ ヴィトウス

（Blue Note Records）【現在取扱なし】

（ワーナー ・ ミュージック ： WPCR-25038）

石坂さんお気に入りの曲 「セロニ
アス」 が 1 曲目を飾っているセロ
ニアス ・ モンクのオムニバス盤。

石坂さんお気に入りのジャズ ・
ベーシスト、 ミロスラフ ・ ヴィトウ
スの初リーダー作。【1969 年録音】

お薦めの石坂敬一さんの著書！

石坂敬一さん注目のアーティスト！

出世の流儀
究極のビジネスマンになる方法
著者 石坂敬一
サラリーマンであることに誇りが生
まれる石坂流仕事術の極意！！
第 1 章 現場こそが最高の教科書
第 2 章 情報をいかに翻訳するか
第 3 章 デキるビジネスマンのも
のの考え方
第 4 章 会社人生を楽しむ
多くのトップアーティストを売り出し、 ユニバーサル ミュージック
の躍進を導いた音楽業界伝説のディレクター／経営者 石坂敬
一、 初の語り下ろし著書。 “ サラリーマン “ としての仕事人生に
誇りを持つ生き方を指南。
【日本文芸社／ 2011 年発行】

和歌山県出身のシンガーソングライター。 ロックを基本に歌心を
大切にしたヴォーカルスタイルは老若男女を魅了して止まない。
クリームインターナショナル所属。 http://www.keiji-kawashima.com
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