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～UK ポップスター＜オリー・マーズ＞とオノ・ヨーコが新たな命を吹き込んで誕生!!～ 
「上を向いて歩こう」の新しいスタンダード 

「Look At The Sky（ルック・アット・ザ・スカイ）」世界初披露！ 
 
 
 

株式会社ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル（本社：東京都港区、代表取締役 村松 俊亮）は、日本のみならずアジア圏

で唯一、米ビルボード・チャート 1 位を獲得した楽曲「上を向いて歩こう」が、1963 年の偉業達成から半世紀を経た今年 2014 年、UK ポ

ップスター＜オリー・マーズ＞の歌声と、オノ・ヨーコ氏による英語詞を得て、「Look At The Sky（ルック・アット・ザ・スカイ）」という新た

なスタンダード・ナンバーとして生まれ変わり、その世界初披露が、オリー・マーズのジャパン・ツアー初日公演で、オノ・ヨーコ氏の誕生

日でもある 2 月 18 日に、赤坂ブリッツにて行われたことをお知らせいたします。 
 

 

 

 

 

「上を向いて歩こう」のオリジナルは、作

詞：永六輔 / 作曲：中村八大により生み

出され、坂本九の歌唱により世界中に届

けられ、海外では「SUKIYAKI」というタイト

ルとなり、またそれぞれの国の言語による

歌詞では、オリジナルとは全く異なる意味

となって広く浸透しています。しかし本来は

「悲しみ／孤独」と「その先にある希望」を

歌った普遍的な意味合いにおいて日本人

に愛唱されています。この本来の姿を世界

へ伝えたい、という思いから、「上を向いて

歩こう」の作曲者、中村八大のご子息、中村力丸氏が、日本と欧米の文化に最も精通した表現者であるオノ・ヨーコ氏へ英語詞を依頼。

快諾されたオノ・ヨーコ氏の手による英語詞によって、「上を向いて歩こう」の新スタンダード・ナンバー「Look At The Sky」が誕生しまし

た。 
 

 

 

 

 

 

 

「『上を向いて歩こう』は素晴らしい曲です。この曲のスピリットが、再び世界の人々を励ますことにな

ればと思い英語詞をお引き受けいたしました。 

私の 81 歳の誕生日に、初めて披露されると聞いてとてもうれしく思っています。」 

－オノ・ヨーコ  

（オリジナルのコメントは最終ページを参照ください） 
 

 

 

 

 

 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E5%85%AD%E8%BC%94�


中村力丸氏は、この「Look At The Sky」を世界初披露するに相応しいアーティストを約 2 年にわたり探し続け、2013 年 11 月に渋谷

VISION にて行われたオリー・マーズの初来日公演を見て「“親しみやすさ”と“エンタテインメント性”」を感じ、「Look At The Sky」を初め

て歌うアーティストとしてオリー・マーズに白羽の矢をあてました。 
 

 

「オリー・マーズのライヴを見た時、『オリー・マーズは、国境や文化を超えることのできる“親しみやすさ”と、確固とした“エンタテインメ

ント性”を兼ね備えている』、そして『オリー・マーズなら「上を向いて歩こう」が持つ本質、つまり“悲しみを歌い、孤独を歌い、その先に

希望を見出すメッセージ”を表現してくれる』と、感じたのです。」 

－中村力丸 
 

 

 

オリー・マーズは、ここ日本でも 2013 年に全国ラジオ局で最もパワープレイを獲得し「ラジオ O.A.チャート 2 週連続 1 位」「ビデオエアプ

レイチャート 3 週連続 1 位」を獲得した大ヒット曲「トラブルメイカー feat. フロー・ライダー」を含むシングル 4 曲が UK チャート 1 位に輝

き、2nd と最新 3rd アルバム『ライト・プレイス・ライト・タイム』は全英１位＆ミリオン突破、ワン・ダイレクションも輩出した英オーディショ

ン TV 番組「X ファクター」出身の歴代アーティストの中で、レオナ・ルイスに次ぐ最多総合セールスを保持している UK ポップスターです。

さらに本国イギリスではテレビのパーソナリティもこなし、彼の親しみやすいキャラクターも手伝って、もはや「知らない人はいない」ほど

の国民的スターです。そんなイギリスでの人気は日本へも伝わり、初来日となった 2013年 11月の単独公演は即日完売、盟友ワン・ダ

イレクションとの公演でも会場を大歓声の渦に巻き込み、今回の再来日公演もソールドアウトとなりました。 
 

・「トラブルメイカー feat. フロー・ライダー」 ミュージック・ビデオ http://www.youtube.com/watch?v=4aQDOUbErNg 
 

OLLY MURS Japan tour 2014 

2/18(火) 東京：赤坂ブリッツ <SOLD OUT> 

2/20(木) 大阪：梅田クラブクアトロ <SOLD OUT> 

http://www.creativeman.co.jp/artist/2014/02olly/ 
 

 

「今回、オノ・ヨーコさんが英語詞を手がけたこの「Look At The Sky」を、僕が最初に歌わせてもらうことになって、本当に嬉しいよ。 

オノ・ヨーコさんは僕の母国イギリスともゆかりのある人だから、そんな彼女とこんな風につながることができたなんて心から光栄に思います。 

日本の皆に愛されているこの曲は、人間が持つ強さだったり、誰もが人生の中で経験するであろう辛い出来事に対してもいつも明日

には希望があるっていう、すごくポジティヴなメッセージが込められていて、本当に美しい曲だと思う。 

今回、オリジナルを反映したメッセージで歌えることをとても誇りに思うし、僕のヴァージョンで、この曲が持つ愛や情熱を皆さんに感じ

てもらえたら嬉しいです。」 

－オリー・マーズ  
 

 

今回のジャパン・ツアーで初披露された「Look At The Sky」は、今後予定されているオリー・マーズのニュー・アルバムに収録される予定

です。 

 

 

●「上を向いて歩こう」について 

 

・アメリカでは「SUKIYAKI」というタイトルで、日本人のみならずアジア圏の楽曲で唯一となる「ビルボード HOT100 チャート 1 位」（1963

年6/15付／その後3週連続1位）を記録。米ビルボード・チャートにおいて、英語以外の歌としては1958年のドメニコ・モドゥーニョ「ボ

ラーレ」（イタリア語）以来史上 2 曲目の 1 位であり、アジア圏歌手による米ビルボード・チャート 1 位制覇は、現在においても「上を向

いて歩こう」のみ。（ちなみにアジア圏歌手としての第 2 位は、韓国出身の PSY による「Gangnam Style」。） 

 

・また、同誌の 1963 年度年間ランキングで第 10 位にランクイン／シングルレコード年間チャートで 4 位にランクイン。 

 

・このほか世界約 70 ヵ国で発売され、総売り上げは 1000 万枚以上と言われている。 

 

・坂本九のオリジナル以外にカヴァー・ヴァージョンとしても 2 度、米ビルボード・チャートのトップテン内にランクインしている。（1981 年

に A Taste Of Honey による「SUKIYAKI」が米ビルボード HOT100 チャートにて最高 3 位／1994 年に 4P.M.による「SUKIYAKI」が米ビ

ルボード HOT100 チャート最高 8 位） 

 

・その他、「上を向いて歩こう」を今までカヴァーしたアーティスト（抜粋／順不同／敬称略）； 

＜日本＞ 美空ひばり、RC サクセション、桑田佳祐、長渕剛、平井堅、徳永英明、宇多田ヒカル、など。 

＜海外＞ ザ・ベンチャーズ、ビリー・ジョエル、ボブ・ディラン、KISS、メアリー・J.ブライジ、イ・ビョンホン、など。 
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・1995年の阪神淡路大震災や 2011年の東日本大震災において、被災者の方々により自然発生的に歌われはじめ、多くの日本人にと

って「希望の歌」として親しまれる。 

 

・2011 年に公開されたスタジオジブリ製作のアニメ映画「コクリコ坂から」の劇中にも、坂本九のオリジナルが流れた。 

 

・2013 年 1 月には、イギリス BBC 電子版で「世界を変えた 20 曲」に選ばれている。 

 

・「上を向いて歩こう」が世界へ知られるきっかけとなったのは、イギリスのケニー・ボール楽団によるカヴァー（インスト／1963 年に全

英チャート 10位にランクイン）。そして今回の「Look At The Sky」も、イギリス人であるオリー・マーズが世界へ向けて初披露を行った。 

 

 

●オリー・マーズについて 

 

ワン・ダイレクション同様、英オーディション TV 番組「X ファクター」が生んだ UK ポップ界のスター。2009 年度「X ファクター」で、辛口で

知られる名物音楽プロデューサー／審査員のサイモン・コーウェルがオリーの初ステージを採点した際、「こんなに簡単に合格を出せ

たことはないよ」と大絶賛し準優勝、翌 2010 年にデビューするや、大ヒット曲「トラブルメイカー feat. フロー・ライダー」を含むシングル

4 曲がナンバーワンに輝き、リリースしたアルバム全 3 作がダブル・プラチナ以上に認定（うち 2nd&3rd は UK チャート 1 位＆ミリオン突

破！）、オリーの卓越したソングライティング力が光るポップ・メロディが満載の最新作（日本デビュー作）は、ここ日本でも輸入盤から

大ヒット！ 

2013年11月の単独公演は即日完売、ワン・ダイレクションとの公演でも会場を大歓声の渦に巻き込み、初のジャパン・ツアーを大成功

に終わらせた。また、イングランドサッカー協会（FA）の公式アンバサダーも務めていたオリーが、自身が大好きなサッカー・チーム「マ

ンチェスター・ユナイテッド FC」に所属する香川真司選手と来日前に交流を深めていたことも話題となった。 

母国イギリスではテレビのパーソナリティまでこなし、彼の親しみやすいキャラクターも手伝って、もはや「知らない人はいない」ほどの

国民的スターに成長したオリー・マーズ。そのポジティヴでポップな極上メロディと共に、オリー・マーズが日本へ元気を届けます。 

 

【アルバム情報】 

オリー・マーズ 

『ライト・プレイス・ライト・タイム』 通常盤 

EICP1597  \2,200+税 

<日本盤特典> ・日本オリジナル・ジャケット 

 ・UK チャート 1 位に輝いた歴代ヒットナンバー3 曲追加収録 

 

『ライト・プレイス・ライト・タイム』 来日記念スペシャル・エディション（CD+DVD）【完全生産限定盤】 

EICP1600-1601  \3,800＋税 

【CD】 通常盤に収録されているボーナス・トラック 3 曲に加え、海外デラックス・エディション／スペシャル・エディションに収録されて

いたオリジナル曲を 6 曲追加収録（計 21 曲）した、日本独自盤。 

【DVD】2013 年 3 月に行われたイギリス O2 アリーナでのライヴ映像（約 100 分／字幕付き） 

 

 

オリー・マーズ 日本オフィシャル・サイト： http://www.sonymusic.co.jp/ollymurs 
 
 
 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%B8%E3%82%AA%E3%82%B8%E3%83%96%E3%83%AA�
http://ja.wikipedia.org/wiki/2013%E5%B9%B4�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9�
http://www.sonymusic.co.jp/ollymurs�


 


