
日本の音楽ビジネス
の仕組み
未来を予見するためにも、現状を改革していくためにも、まずは
正確な現状把握が必要です。
この章では、ニューミドルマンとして音楽ビジネスに携わる際に
押さえておくべきポイント、“新常識”の前編として、日本の音
楽ビジネス、音楽業界の仕組みを知りましょう。
日本の音楽業界は、長い時間を掛けて、洗練された仕組みをつく
り上げてきました。濃密な人間関係があり、明文化されていない
業界慣習も多く存在します。中に居る人だけが理解できる、
“村”的な構造を持っています。その“村”で育った者として、
良さも知っているつもりです。また、慣習ができたのには理由が
あります。しかし理由とすべき状況が無くなったのであればルー
ルも変更するべきです。守るべき掟と、変えるべきルール、そん
な視点も交えながら、できるだけ構造的に説明していきます。
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日本の人口は既に減り始めています。1億2,000万人を超えたのが
1984年ですが、2005年には既に少しですが減少しています。少子高齢
化も、どんどん進んでいます。1973年生れは200万人以上いますが、
2014年の出生数は100万人で約半数です。音楽ビジネスの中心ターゲッ
トだった中高大学生の人口は、この先、十数年は減り続けることが確定し
ています。このことが音楽ビジネスに影響を与えないわけがありません。
一方、アジアの新興国は経済力が上がっています。中国が日本の

GDPを抜いて世界2位になったのは、2010年のことでした。インド
ネシア、マレーシア、タイ、ベトナムなどのASEAN諸国も経済が成
長して、中間層と言われる、趣味にお金を使う人達のボリュームが大き
くなっています。
北米やヨーロッパも市場になり得ますし、南アメリカ諸国にも

J-POPファンが多くいることは知られてきています。インドやアフリ
カ諸国は時間がかかるかもしれませんが、世界中にビジネスチャンスは
あります。
輸出という意味では、韓国のK-POPは示唆的です。
国策としてITを強化するために、ブロードバンド環境を実現させた
韓国では、違法サイトが乱立し、世界で最初にレコード業界が壊れまし
た。もともと、国内の市場規模は大きくありません。僕の感覚だと日本
の2割くらい、韓国全体で関西圏より少し小さいかなというイメージで
す。輸出して稼ぐしかないことを徹底したK-POPが日本の市場を席巻
したのは、皆さんもご存じの通りです。J-POPのフォーマットもアメ
リカのビルボードチャートも研究して、アーティストとクリエイターを
鍛えあげました。政府や異業種企業の後押しも大きくありました。
日本もやっと“クールジャパン”をキーワードに、政府のバックアッ

プ体制ができてきましたが、まだまだ韓国には遠く及びません。公平性
を重んじる日本のやり方、民間主導で政府はバックアップをという感覚
は、日本人としては理解できますが、隔靴掻痒な気がしてなりません。
もっと乱暴に、まずTV局の枠を押さえて日本の番組を流してしまう。
そこに企業の商品の広告も流すみたいな韓国流が、海外では普通です。
多様性を育てていない韓国に文化的に負ける気はしないのですが、海
外進出のやり方やマインドセットなど、学ぶことが多いのは事実です。
間違えてはいけないのは、日本市場もきちんと見ていくべきだという
こと。人口が減ったとはいえ、日本の消費市場は魅力的です。言語圏と
して考えても、英語、スペイン語、中国語の次は日本語圏と言えるのが
現状です。僕自身は、「今の日本で音楽ビジネスをやるのは、京都で和
食屋をやるようなものだ」という感覚を持っています。日本のユーザー
に受け入れられる高品質は、世界で通用する潜在力があるはずです。
言語の問題、著作権等のマネタイズルールや商習慣の違いなど、課題
はたくさんあります。本書の中で、課題に対処するマインドを身に付け、
克服するためのヒントを見つけてもらえればと思っています。
これから音楽ビジネスに携わるなら、日本市場だけを見る発想はあ
り得ません。新人アーティストを売り出す場合、最初から、日本＋
ASEANとか、日本＋北米とか、複数の市場を視野に入れたプランニン
グを考えるべきです。
洗練された成熟市場を基盤にして音楽ビジネスをするという、自分た
ちの立ち位置を明確に持ちましょう。

人口が減少する日本と
成長するアジア市場

▲ 2014年の年齢別人口分布図（出典：Population Pyramid of the World）
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音楽ビジネスの話をすると、「CDが売れなくなった」話が必ず出て
きます。オリコンチャートがAKB48と嵐に独占されていることも、話
題になることが多いです。その感覚は捨てましょう。
レコードビジネスは、もう過去の産業です。レコード会社が隆盛を誇
っていた時代には、立派なスタジオでお金をかけてレコーディングをし
なければ、プロクオリティの作品をつくることはできませんでした。レ
コードやCDをプレスして、全国のCD店に並べて、音楽雑誌やラジ
オ局、テレビ番組のタイアップなどで宣伝をする、どれもレコード会社
の力を借りないと難しい時代でした。
ずいぶん前にその状況は終わっています。CDのプレスは誰でもでき
ますし、CD店へのインディーズ流通も充実しています。Amazonだけ
で良いという考え方も、あるかもしれません。レコード会社の宣伝費が
収入源だった音楽雑誌の多くは姿を消し、テレビタイアップの効果も下
がっています。
レコーディングに関するコストも、下げられるようになりました。一
流のレコーディングエンジニアとプロフェッショナルスタジオで録った
作品の価値は無くなっていないと僕は思いますが、コストを下げる方法
論がたくさんあるのも事実です。音楽のジャンルによっては、自宅スタ
ジオで完成させても遜色ないケースも珍しくありません。
そもそもユーザーに自分たちの楽曲を聴かせる方法が、CDをつくっ
て、CD店に並べる以外にもたくさんある時代になっています。
それでも残るマスメディアの効用や、大手レコード会社の活かし方に
ついては後述しますが、レコード業界が、音楽ビジネスの中心だった時
代は既に終わっているということを明確に認識しましょう。

コンサート入場料収入がCD売上額を上回る

2014年には、主役の交替を示す象徴的なデータもありました。史上
初めて、コンサート入場料収入がCD売上額を上回ったのです。着実に
売上を伸ばしてきたコンサート入場料収入が2,721億円となり、1998
年以来低落を続けているCD売上の2,530億円と入れ替わりました。
さまざまな要因がありますが、デジタルファイルは簡単にコピーでき
てしまいビジネスモデルの再構築が必要になっている一方で、体験であ
るコンサートの価値は、ソーシャルメディアによりユーザー同士の共感
が可視化されたことで、むしろ高まっていると捉えるのが本筋でしょう。
従来の日本の音楽業界は、レコードビジネスを幹にした生態系でし
た。アーティストのさまざまな活動が“プロモーション稼働”という言
葉に集約されていたのもそのためです。今となっては信じられないこと
ですが、新人アーティストが全国のライブハウスツアーをやるために、
採算が取れないと言って、レコード会社から“コンサート援助金”が払
われることが当たり前の時代もありました。
ラジオ番組にゲスト出演するのが無料というのも、日本の業界慣習で
す。1つ1つの稼働の効果を細かく吟味すること無く、人に知られる機

コンサート＞CDの時代と
オリコンチャート形骸化

▲音楽売上推移表（出典：デジタルコンテンツ白書）
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会があることを善として動くのが普通でした。アーティストの“露出”
を増やし、“皿回し”と言わるメディアで楽曲がオンエアされることに
注力できたのも、レコードビジネスという太い幹が回収してくれるとい
う期待があったからこそです。アーティストにパワーがあり、楽曲が良
ければ、メディアに露出させれば、上手くいくはずだと、無邪気に信じ
られた時代を懐かしく思い出します。
しかし、レコード産業に依存した音楽ビジネスは成立しなくなりまし
た。アーティストや楽曲のタイプによって戦略は違ってきますが、マネ
タイズの方法を、緻密に考えることが必要な時代になっています。

ランキングの硬直化がもたらすもの

時代遅れという意味では、オリコンチャートも象徴的です。CDの売
上を緻密に調査し続けているオリコンのデータには今でも価値がありま
す。例えば年間アルバムランキングの比較などは、有意義なデータだと
言えるでしょう。問題は、一般的なマスメディアが、オリコン週間シン
グルチャートを唯一の音楽の指標のように扱うことです。同じ人が何枚
買ってもオリコンポイントは上がるので、多くのユーザーから支持を集
めたのがヒット曲の定義だとすると、そもそもオリコンだけでヒット曲
を見るのは無理がありました。長年業界で仕事をしている秋元康さんは
AKB48で、確信犯的にその矛盾を炙りだしてしまいました。
アメリカのビルボードチャートは、もともとラジオのオンエア回数
を重視する傾向がありますが、CDに加えて音楽配信、ストリーミン
グ、YouTube再生回数、Tweet数などを加味したランキングを発表し
ています。2013年に彗星のように現れた新人アーティストLordeは、
ショーン・パーカーのプレイリストで紹介されたことがきっかけで、
Spotifyの再生回数チャートで2位にランクイン。注目を集めてビルボ
ードチャートにも登場し、全米1位のダウンロードにつながりました。
ランキングの硬直化は、新しいアーティストの台頭も妨げているのです。
業界外の若い人にとっては、悪い大人達の既得権連合があるように見
えるかもしれませんが、長年業界内に居る僕の認識は違います。既得権
を守ろうという意識の人がいないとは思いませんが、どちらかという

と、“思考停止”を感じます。出来上がった慣習やルールを変えること
にエネルギーを使いたくない、怠惰な姿勢と言えるかもしれません。
ジャニーズ事務所所属のアーティスト楽曲が音楽配信をほとんど行な
わないのも、既得権を守っているというよりは、思考停止のニュアンス
を強く感じています。いつまでもこの状態は続けられないので、堤防を
水が超えるように、大きな変化が起きることにはなるでしょう。
本書で指摘している変化は、本質的で不可逆的です。既得権者がどん
なに抵抗しても、蛇行や遅延はあっても、最終的な方向を変えることは
できません。構造変化が起きることは歴史の必然なのです。
レコード会社に対する認識が、厳し過ぎるという意見もあるかもしれ

ません。正確に言うと、レコード会社がダメなわけではありません。再
販制度と特約店制度に守られて、日本の音楽ビジネス生態系の幹になっ
ていたレコードビジネスの仕組みが、これまでの役割を果たせなくなっ
たということです。喩えるなら、年齢的に衰えて長打力が無くなったの
で、四番打者は荷が重いけど、下位打線に居てくれたら頼りになり、代
打の切り札にはなってくれるベテラン選手です。
実は、経営方針をあらためて、CD売上の減少を遅くすることだけに
注力せずに、経営資源を活かすことができれば大きな可能性が眠ってい
るのです。ここで提唱しているさまざまなチャンスは、人材と外部との
ネットワーク、既に持っている原盤の権利、多様な音楽ビジネスのノウ
ハウなどがあるレコード会社が、デジタルファーストに転換すれば、す
べて享受できる可能性があるものです。
ただ、本書はこれから音楽ビジネスにかかわる若い世代を対象にして
いますので、レコード会社とレコード業界に幻想を抱いて、時間と労力
を無駄に使うことが無いように、厳しめな表現をするように心がけてい
ます。読者の中にレコード会社関係者の方がいたら、自社の変革の可能
性に読み替えてみてください。レコード会社の中にニューミドルマンが
増えてくれれば、十分にチャンスがあります。日本の音楽業界には、大
きな可能性が溢れているというのが僕の本書でのメッセージです。
ニューミドルマンは、大きな構造変化が起きた時に、優位な立場に立
つことができるはずです。頭を柔らかくして、既存の発想に囚われずに、
新しい成功例をつくっていきましょう。

0 4 30 4 2 新時代ミュージックビジネス最終講義 新しい地図を手に、音楽とテクノロジーの蜜月時代を生きる！

日
本
の
音
楽
ビ
ジ
ネ
ス
の
仕
組
み

Chapter

3

043042



CDが売れなくなって、音楽で儲からなくなったと一般的に言われて
います。しかしJASRACの徴収額推移（右ページ）を見ると、その意
見は一面的であることが分かります。

JASRACの著作権徴収額は1,100億円台で推移しています。2014年
は前年比1.5％アップしました。この図にはジャパン・ライツ・クリア
ランス（JRC）やイーライセンスといった第2JASRACと呼ばれる会
社群の徴収分は含まれていません。少なくともJRCは右肩上がりに徴
収額を伸ばしているので、この表にはありませんが、著作権使用料全体
はその分も増加しています。
概して言うと、作詞・作曲家と音楽出版社に分配される総額は、10
数年間、横ばいないし微増で、総額は下がっていないのです。これから
ストリーミングなどの新たな音楽サービスや海外からの徴収などが期待
通りに上がっていけば、上昇する可能性もあります。
右ページの図は、支分権と言われる著作権の区別ごとに、分かれてい
ます。大まかに言うと、“演奏”は、コンサートとカラオケでの使用料、
“録音”はCDと録音物の使用ということでテレビやラジオでの放送分
も含みます。“出版”は楽譜や歌詞の掲載などの出版物、“貸与”はレン
タルCD、インタラクティブは音楽配信やYouTubeなどネットでの利
用が分類されています。音楽はさまざまな用途で使われますので、その
都度、著作権使用料が発生し、徴収分配されています。
音楽出版社と作詞作曲者の取り分は、楽曲ごとに契約で決められます
が、作詞家1／ 4、作曲家1／ 4、音楽出版社1／ 2ずつというのが業
界慣習になっています（キャリアのある作家の場合は、作詞家作曲家音
楽出版社1／ 3ずつというパターンもあり、ほとんどの場合がそのどち
らかです）。音楽出版社の1／ 2は多いと思うかもしれませんが、音楽

著作権徴収額は
増えている！

▲ JASRAC徴収額推移（出典：デジタルコンテンツ白書）
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店内BGMやライブハウスからの徴収などで、実際に使われた楽曲を
明確にせずに、ともかく使用者から著作権料を取ろうとし、時には裁判
所を使って営業停止に追い込むようなJASRACのやり方は、デジタル
で透明化が可能な現在では時代錯誤になっていて、社会的な批判が集ま
るのも当然です。
権利者側の立場だと、カラオケとコンサートを“演奏等”という支分
権でセットにして、20％を超える高い手数料をJASRACが取るのが不
満です。地方のカラオケスナックを回って集めるのを止めて良いから、
手数料を安くするという選択肢を権利者側に持たせてほしいです。通信
カラオケ経由に徴収を集約する簡素化もあり得ると思いますし、そもそ
もコンサートとカラオケの分配手数料率は分けるべきです。
ただ、この15年でJASRACの改革は進んでいます。僕はすぐに訴訟
したり、放送局に楽曲使用差し止めを求めたりするイーライセンスの乱
暴なやり方には批判的で、自分がかかわる楽曲をイーライセンスに信託
することはしませんが、そんな乱暴も含めた第2JASRACの存在が、
手数料競争を生み、JASRACの改革を後押ししたのも事実です。
いずれにしても、日本国内については、楽曲がたくさん使用されたら
著作権の徴収分配がされるという仕組みが精緻にできているということ
は、信頼して良いと思います。課題が無いとは思いませんが、アジア諸
国とは比較にならず、欧米並みの徴収分配が行われているのは日本の素
晴らしいところの1つです。 僕の会社（バグ・コーポレーション）も
20年以上JASRACの正会員ですが、実際に音楽ビジネスをやってみる
と、そのありがたみはよく分かります。
楽曲を流行らせて、著作権で儲けることについては、日本国内は課題
があるけれど安心はできる、欧米は、時間差はあるけれど徴収は可能、
アジアなど新興国は未知数。と、ざっくり理解しておきましょう。

TPP（環太平洋戦略的経済連携協定）の知的財産分野への影響につ
いては、関係者から懸念の声が強いようです。2015年8月現在、内容
が明らかになっていないので、ここでは触れません。ただ、音楽著作権
を含む知財の分野が国際政治のパワーバランスに影響されることは、知
っておきましょう。国家間の争いに性善説は通用しません。日々のニュ
ースに一喜一憂すること無く、冷静に状況判断する癖を付けましょう。

出版社分が1社でないケースの方が多いです。大きなプロジェクトにな
るほど、事務所とレコード会社が分ける他に、タイアップに関係して放
送局系出版社が権利を持ったり（これは独禁法上違法ではないかと問題
視されているのですが、業界慣習としては定着しています）、さまざま
な組み合わせで複数の会社で音楽出版社分を分け合う形が一般的です。

問われる透明性

著作権管理団体は、以前はJASRAC（日本音楽著作権協会）だけで
したが、2000年に成立した著作権等管理事業法によって、他の会社で
も著作権管理をできるようになりました。いわゆる第2JASRACと呼
ばれる会社が幾つも作られましたが、現状、著作権が信託される団体と
して機能しているのは、ジャパン・ライツ・クリアランス（JRC）とイ
ーライセンスの2社と言って良いと思います。
著作権の使用料は、各社が定めますが、支分権ごとに違う形が一般的
です。やはりJASRACの使用料規程が目安になっています。CDの場
合は販売価格の6％、ダウンロード音楽配信の場合は7.7%と決まって
います。またコンサートについては、入場料収入とキャパティによって
細かく金額が定められています。JASRACの公式サイトですべて公開
されていますので、興味がある人は見てみてください。あまりにルール
が細かすぎて、自分のケースがどの表に当てはまるのか分かりにくい場
合も多いですが、誰でも見られるようにはなっています。

JASRACについては、批判の声も大きいですが、音楽ビジネスを
する人にとっては、功罪の功の方が、ずっと大きい存在です。ただ、
1939年に設立された古い団体ですし、理事は高齢の作詞・作曲家の方
が多く、保守的な判断をする傾向を持っていることは事実です。大まか
に言うと“著作権意識を普及するためにも、著作権使用料は、取れると
こからたくさん取ろう。分配は不公平が無いように気を付けなら、大体
でも良いから分けていこう”というのが行動規範になっています。
しかしこの考え方は、デジタル時代に全くそぐいません。前述の

JRCは、“透明な分配が担保されなければ、そもそも徴収しない”とい
う方針で、信頼を集めています。
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音楽ビジネスに携わるための最低限の著作権の知識をまとめました。
まず、最初に知っていてほしいのは、1つの音源には3種類の権利が
存在するということです。

1つは前述した著作権。作詞家・作曲家と契約をした音楽出版社（ミ
ュージックパブリッシャー）が持つ権利です。著作権を管理する会社の
ことを音楽出版社と呼びます。音楽出版社経由でJASRACやJRCなど
の信託団体に著作権収を信託するというのが、基本的な形です。
もう1つ覚えてほしい言葉が著作隣接権です。法律用語で意味がつか
みにくいですが、僕は“著作権みたいなものだけど、著作権よりちょっ
とだけ弱い権利”と勝手に理解しています。
この著作隣接権が2種類あります。1つは実演家の著作隣接権。やは
り法律用語で、アーティストやミュージシャンのことを実演家と呼びま
す。そういうものだと覚えてください。歌ったり、演奏したり、演技し
たり、踊ったり、そんなことを全部まとめて“実演”と称します。この
実演家が著作隣接権を持っています。

3つ目が、おそらく一番分かりにくいのですが“レコード製作者の著
作隣接権”というものがあります。“レコード製作者”も一種の法律用
語で、いわゆるレコード会社のことではありません。おおまかに言うと、
“レコーディングの費用を出した会社”というのが分かりやすい理解で
しょう。通称“原盤権”と呼びます。
この原盤権は、複数の会社が支出していることは珍しくありません。
レコード会社と事務所が原盤権を折半する、などはよく見る形の1つで
す。
著作隣接権にはもう1つ、放送局が持つ放送番組の“放送事業者の著
作隣接権”というのもあります。お金と労力を掛けてつくられた放送番

知っておくべき権利の話

▲ 1つの音源には 3種類の権利がある

▲著作隣接権の使用料の徴収分配図（商業用レコードの放送での二次使用の場合）

放送事業者・有線放送事業者・放送大学

日本レコード協会

実演家インディーズレーベル

レコード製作者分

レコード会社 日本音楽出版社協会

インディペンデント・
レコード協会（IRMA）

インディペンデント・
レーベル協議会（ILCJ）

原盤制作者

日本芸能実演家団体協議会
（実演家著作隣接権センター）

・日本音楽事業者協会
・日本音楽制作者連盟
・日本歌手協会
・その他

実演家分

・演奏家権利処理合同機構MPN
・その他

演奏家分

歌手・アーティスト分

楽曲の権利。
作詞者・作曲者および
契約を結んだ音楽出版社

著作権

歌唱、演奏など“実演”を
行なったアーティスト
および契約を結んだ
事務所

実演家の著作隣接権

レコーディングに
関する費用を負担した
 レコード会社、事務所、
　 音楽出版社など

レコード製作者の
著作隣接権（原盤権）
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組の制作者にも、著作隣接権が認められています。YouTubeやニコニ
コ動画などにユーザーが勝手にアップされた番組映像が勝手に削除され
るのは、この権利が根拠になっているのです。

“許諾権”と“報酬請求権”

さて、1つの楽曲には、著作権、実演家の著作隣接権、レコード製作
者の著作隣接権（＝原盤権）の3つがあるということを、まずしっかり
理解してください。その上で、見たことのない言葉が出てきますが、最
小限にしますのでもう少しだけ我慢してください。
これらの権利は、使われる方法によって、“許諾権”と“報酬請求権”
の2つに大きく分けられます。“許諾権”というのは、権利者がその楽
曲を使用させるかどうかを、決められるという意味です。使用者の立場
だと、楽曲を使いたい時は、その都度、個別に権利者から許諾を取らな
いと違法利用になってしまうということです。一方、“報酬請求権”と
いうのは、一定の手続きさえ踏めば、使用者は自由に楽曲を使えて、権
利者には使用料を請求する権利があるということになります。この違い
は、音楽ビジネスをする際には、非常に大きなものになります。
例えば、テレビ局や放送局は、市販されているCDであれば、自由
な形でオンエアすることができます。これは、実演家とレコード製作者
の2つの著作隣接権が、報酬請求権になっているからです。使用料につ
いては、日本レコード協会と実演家団体（芸団協CPRA）が、それぞ
れ日本民間放送連盟（民放連）と交渉して決めることになっています。
ところが、その番組をパッケージにして販売にする際は、楽曲ごとに
許諾が必要です。なので、DVD化されることが前提のドラマなどは、
BGMに既存の楽曲を使わずに、そのドラマ専用のオリジナル楽曲によ
るサウンドトラックをレコーディングして作るのが一般的です。
アーティストによる主題歌、挿入歌などは、タイアップという言い方
をして、事前に話し合って条件を決めておき、パッケージ販売の障害に
ならないようにします。これらは、使用方法が“放送”の場合は報酬請
求権、“録音”の場合は許諾権というルールになっているからです。
インターネット上で楽曲を利用する場合は、日本では許諾が必要とい

うルールになっています。アメリカではミレニアム法を定めて、インタ
ーネットラジオ局の利用を許諾権ではなく、報酬請求権にする仕組みを
作っています。このことは、後ほど詳述します。
“放送と通信の融合”という言葉を聞いたことはありますか？　この

2つは出自が違います。“放送”というのは、多くの人に同時に聞かせ
る公共的存在で、政府や公的機関が一定の管理をして行なうものです。
楽曲が報酬請求権になっているのは、権利者には正当な収入は払われる
べきだけれど、放送という公的な行為の中では、自由に音楽を使える方
が、社会にとってプラスだという考えに基づいています。
一方、通信は、元来は個人対個人がやりとりをするものです。電話の
通信内容は、本人たち以外の人が聞けないように保護される対象です。
問題はインターネットに関しては、通信の延長線上としてコンテンツ
に関するルールが作られてしまっていることです。インターネットの発
達で、放送と通信の垣根は実質的には無くなってきていますが、法律や
社会慣習、ビジネスルールは、2つを分けて作られています。ラジオ番
組というコンテンツは、ラジオ受信機で聞いても、インターネット経由
でパソコンでも、ユーザーにとっては同じ価値です。これが別のルール
で管理されているのが、日本の現状なのです。
後述するradikoが成立しているのは、“サイマル同時送信”という考
え方があるからです。インターネットを経由していても、放送局が放送
している番組であって、放送と同様の形式であれば（本来は通信になる
けれど）、通信のルールではなく、放送のルールに準じて権利処理をし
ましょうという業界合意になっているのです。外部から見ると、当たり
前過ぎてバカバカしく感じられるかもしれませんが、業界団体が真剣に
話し合って決めていることです。
全般的に言って、日本の現状は、海外に比べてネット上の著作権ルー
ルが厳しくなっています。そのため音楽に限らず、コンテンツ促進にマ
イナスに働いていて、改めるべき課題です。
著作権と2つの著作隣接権、許諾権と報酬請求権の違いは、音楽ビジ
ネスをする際に必要な基本知識ですので、理解しておいてください。
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日本独自の音楽関連サービスとして代表的な存在である、カラオケと
レンタルCD店について、押さえておきましょう。
まず知っておきたいのは、後述の着メロも含めて、新しい音楽サービ
スは、必ず音楽業界の外側から起きているということです。音楽を使っ
た新しいサービスが外に起きて、ユーザーに支持をされ、結果、音楽業
界に利益をもたらすという構図は着メロでも同じ形でした。
音楽業界の内側で仕事をしていると、アーティストや音楽の価値を中
心に発想してしまいます。この素晴らしい作品をどう広めようかという
のは、もちろん、とても大切なことなのです。ただ、1つ間違うと供給
者の論理になってしまう危険性があります。
ビジネスを考える時は、ユーザーの立場、視点から組み立てないとい
けません。ましてや“消費者側に立つ”というのがニューミドルマンの
基本姿勢です。そして、供給者から消費者に主権が移っていくのは、時
代の流れによる必然的な変化です。

無視できない規模を誇るカラオケ

カラオケは、日本に最近定着した娯楽の1つと言えるでしょう。成熟
期を迎えて、売上高はゆるやかな下降線を描いていますが（2014年は
前年比3％増）、ユーザーの生活に溶け込んだ音楽サービスです。
ユーザーが歌うためのオケ（インストゥルメンタル）を提供する通信
カラオケの仕組みについては、第一興商とエクシングの2社に集約され
ました。カラオケに関する著作権は、通信カラオケの2社と、カラオケ
ボックスやカラオケを持つ飲食店の両方から徴収されています。通信カ
ラオケは録音権、カラオケボックスは演奏権と、支分権も異なります。

ちなみに、徴収をもっと効率化してJASRACの手数料を下げた方が、
音楽業界にとってはプラスだと思います。
著作権収入としても、カラオケは無視できない規模があります。カラ
オケで長く歌い継がれる名曲は、長く権利収入があります。また、カラ
ケヒットという言葉があるように、メディア効果も持っていて、ユーザ
ーが歌ってくれることで広まっていく楽曲もあります。
余談ですが、カラオケが普及したことで、ミュージシャンの仕事が無
くなったという話があります。“ハコバン”と言われる、お店で演奏す
る仕事が無くなったからです。
面白い現象だと思ったのは、売れない音楽家のアルバイトは、カラオ
ケ用のトラックの打ち込みに変化したことです。着メロの音源制作も、
音楽家のアルバイトがほとんどでした。食えない音楽家が稼ぐ場所は、
音楽ビジネスの周辺で似たようなところにあるように感じますが、偶然
でしょうか？

他国には無い“貸与権”

さて、レンタル店については、長い歴史があります。エイベックスの
創業者である松浦勝人社長が、レコードレンタル店のアルバイトから名
を挙げたのは有名な話です。僕が8年間理事を務めた日本音楽制作者連
盟も、貸レコードにおけるアーティストの権利を獲得するために1986
年に設立された団体です。
音楽業界と貸レコード業界の戦いは、他国には無い“貸与権”という

日本の特殊性を示す
カラオケとレンタル

▲カラオケ売上の推移（出典：デジタルコンテンツ白書）
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妙な関係でした。
法律的には、貸与権があるのは発売1年後のCDからです。発売後１
年経ったらレンタルに出さなければならないというのが法的なルール
で、実際洋楽のCDは、そのように扱われています。ところが邦楽につ
いては、レコード協会とCDVJの話し合いで発売後2週間でレンタル
可能という取り決めになっています。ユーザーに借りてもらえる新譜が
欲しいお店と、レンタル店への売上とレンタル使用料が欲しいレコード
業界が折り合った条件なのです。このように複雑で微妙な関係の上で、
レンタル業というのは成り立っています。
僕が皮肉な現象だなと思ったのは、レコード業界が、最も恐れた

AppleのiTune Storeの普及を止めたのがレンタル業界だったことで
す。アメリカなどでは、音楽流通の中心がiTunes Storeになりました
が、日本はなりませんでした。理由は、レンタルの方が安いからです。
アルバムが300円程度で借りられて、PCに取り込み、iPodなどで聴け
ば、iTunesStoreからダウンロードする必要が無いと考えるユーザーが
多かったのでしょう。

1980年代生れ以上の日本人の音楽消費行動として、CDレンタルは
根付いています。ただ、店舗数で言うと、5割がTSUTAYA、25％が
GEO、そして他店を全部合わせて25％となっています。全体の店舗数
は減りながら、TSUTAYA、GEOは微増ないし横ばいなので、比率は
上がっているという状態が長年続いています。CDレンタルの売上シェ
アは分かりませんが、おそらくTSUTAYA比率が高く8割程度を占め
ていると言われています。つまり、TSUTAYAがレンタルCDを止め
る時が、産業としてのレンタル業が終わる時と考えて良いのではないで
しょうか？

iTunes Storeの普及は止めたレンタルですが、ストリーミングサービ
スが普及すると、レンタル業の役割は終えると僕は予測しています。そ
んな環境で、全国に2,000店舗以上存在する、音楽ファンが日常的に足
を運ぶ習慣のあるショップを、新たなサービスで活用できるビジネスが
出てくることを期待したいとも思っています。
カラオケとレンタル。日本独自の文化として根付いた音楽サービスの
歴史から学ぶことは少なくありません。

権利が法的に認められたことで、貸レコード業界側が勝利しました。た
だし、報酬請求権は権利者にありますから、業界団体同士が、使用料を
話し合うことになっています。
貸与権にまつわる権利は、前述の著作権、レコード製作者の著作隣
接権、実演家の著作隣接権と3つあります。それぞれ、JASRAC、日
本レコード協会、実演家団体(芸団協CPRA)が、貸レコード商業組合
(CDVJ)と交渉して使用料を決めています。3つ合わせて、年間約100
億円の使用料が、権利者側に支払われ、レンタル利用状況に応じて分配
されるという仕組みになっています。
僕はCPRAの貸レコード委員会で、CDVJとの条件交渉担当をやっ
たこともありますので、この辺の事情は細かく知っています。本に書け
ないこともありますが、その経験で痛切に感じたのは、レコードから
CDにレンタルする商品が変わった時に、根本的にルールを決め直す必
要があったということです。
レコードをカセットテープにコピーする行為と、CDをリッピングす
る行為を同じルールでやっているのが、日本の音楽業界です。他国に比
べて、著作権に対する意識が高い日本人に助けられていますが、矛盾が
生じるのは当然ですね。
“貸与権”ができてしまって認めざるをえなくなっても、日本のレコ
ード業界は、レンタル業のことを苦々しく思ってきています。一方で、
イニシャルと呼ばれる初期出荷の10％くらいをレンタル店向けが占め
ることが多いので、取引先としては認めざるを得ないという、複雑で微

▲レンタル売上の推移（出典：デジタルコンテンツ白書）
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欧米とはかなり事情が違う、日本の音楽配信事情について見ていきま
しょう。
まず確認したいのは、日本は世界最大のCD大国だということです。

2008年にパッケージ売上がアメリカを抜いて世界一になって以来、落
ち幅は他国に比べて緩やかで、差が開いています。単価も3,000円とア
メリカの10ドル前後と比べれば2.5倍程度と高めです。
歴史を遡って、“着メロ”の話から始めましょう。着信音が音楽とし
て楽しまれ、大きな市場になったのは日本だけのようです。音楽業界の
外側の事業者が始めて、2004年には1,167億円の大きな市場になりま
した。
ここで1つ問題が起きます。着メロ事業者は、著作権使用料は支払っ
ていましたが、前述の2つの著作隣接権は発生していません。着メロの
音源は、あくまで各コンテンツプロバイダーが独自に作っていますの
で、実演家やレコード製作者には分配がありません（P048）。
最初に怒ったのは事務所側です。“◯◯（アーティスト名）の着メロ”
と宣伝していても、そのアーティストが作詞をしていなければ、1円も
収益が無いわけです、これはおかしいということで、“氏名表示権”と
いう権利を掲げて、コンテンツプロバイダー側と交渉を行ない、一定の
成果を得ました。
レコード会社は苦々しく見ていたのですが、この時の経験が、携帯電
話と回線環境が進化して、実際のCD音源を使う“着うた”になった
時に、大手レコード会社が共同でコンテンツプロバイダー会社をつくり
“レコード会社直営”（後に社名ごとレコチョクと改称）にするという
行動につながっていったのです。

iTunesStoreが普及しなかった日本でも、独自のモバイル向けの音楽

市場があったということです。フィーチャーフォンと言われる携帯電
話、いわゆるガラケーの高機能にも後押しされ、“着メロ”“着うた”と
いった他国に無い市場は大きく伸びていました。ちなみに、欧米の携帯
向けの音楽サービスは、リングバックトーンが中心です。日本では“待
ちうた”とも呼ばれていましたね。電話をかけて、相手が出るまでの間
に流れる音楽のことです。
日本の音楽配信市場が最大だったのは2009年です。着うたが約

1,200億円まで伸び、着メロは落ち始めていましたが400億円。リング
バックトーンが115億円、iTunesStoreなどのインターネット配信は約
260億円しかありません。
これらを全部足すと、日本の音楽配信市場は2,000億円近い規模があ
ったことになります。
ガラケーからスマートフォンへの移行によって、この着うた市場は崩
壊しています。インターネット配信は、2014年は635億円まで伸びて
いますが、フィーチャーフォン市場の急激な落ち込みを補えず、全体で
1,000億円に届かない状態です。

▲着メロ・着うたの売上推移（出典：一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム）

日本の音楽配信事情：
着うた、iTunes、dヒッツ
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日本のストリーミングサービス事情

ヨーロッパでは音楽市場を上向きに反転させたストリーミングサービ
スですが、日本ではどうなっているのでしょうか？
世界最大のストリーミングサービスSpotifyは、2006年の創業以来
着実にユーザーを増やして、全世界で2,000万人の有料会員を抱えてい
ます。日本でも2012年12月に日本法人を設立して、サービス開始を
準備しています。始まらないのは、レコード会社が許諾を出さないから
です。ところが、2015年になって状況が変わりました。
大手レコード会社が、方針を変えたからです。“全力を挙げて、時計
の針を前に進めないようにブレーキを踏む”という方針から、“来るべ
きストリーミング時代も、レコード会社が覇権を握るべく動くのだ”と
変わったように僕からは見えました。
登録ユーザー数が5,600万人のLINEとソニー・ミュージックエンタ
テインメントとエイベックスの3社が共同で、LINE MUSICを設立、
2015年6月からサービスを開始しています。その後、ユニバーサルミ
ュージックも資本参加して、「レコチョクの夢よ再び」というようにも
見えます。前述の着うた市場では、レコチョクがシェアの7割以上を握
っていました（独占禁止法的に問題がありましたが、そのことが社会的
に認識される前に市場がなくなり、問題視されなくなりました）。
エイベックスは、同時にサイバーエージェントと組んで、AWA 

Musicという音楽ストリーミングサービスも始めています。一時期の時
代を象徴するようなアーティスト、楽曲を持つエイベックスと、アメブ
ロでブログサービスを成功させているサイバーエージェントが、どんな
展開を見せてくれるのかに注目です。

2015年6月30日からは、全世界でApple Musicも始まりました。
欧米市場でSpotifyに追い上げられているAppleの起死回生策なのでし
ょうが、このことは次章の海外編で詳述します。
本書を書いている時点では、日本における音楽ストリーミング市場の
状況はまだ分かりません。ただ、音楽の主要な聴き方にストリーミング
が加わることは時代の必然です。僕は日本の音楽産業と、アーティスト

を含めた音楽シーンを活性化するために、応援したいと思っています。

dヒッツの問題点

いま日本で一番会員数が多い有料音楽サービスは、NTTドコモが行
なうdヒッツです。2015年3月には月額300円で会員が300万人を突
破したと発表されました。

dヒッツは数百あるチャンネルから選んで聴けるという、多チャンネ
ルラジオ型のサービスで、編成企画は悪くないのですが、アクティブユ
ーザーが著しく低いという問題があります。正式な発表はありません
が、月に1回以上使うアクティブユーザーが10～15％程度だと言われ
ています。スマートフォンで音楽を聴くなんて、毎日使ってもおかしく
ないことで、月1回でもアクティブとは言えないですね。
アクティブユーザーが少ない理由は、ドコモショップの営業方法にあ
ります。携帯電話の契約をする時に、「使わなかったら2ヶ月後に解約
してくださいね」と言われたことがある人はいませんか？　一覧表をチ

▲日本のオンデマンド型音楽ストリーミングサービス一覧

サービス名

KKBOX

AWA

LINE MUSIC

Apple Music

Spotify

事業主体

KDDI

サイバーエージェント、
エイベックス

LINE、
ソニー・ミュージック、
エイベックス

Apple（アメリカ）

Spotify（スウェーデン）

備考

KKBOX本社は台湾法人で
KDDI子会社

ユニバーサルミュージック
も資本参加

日本法人は2012年設立
済み

サービス開始

2013年6月

2015年5月

2015年6月

2015年6月

未定
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ェックするやり方から“レ点営業”と言われる手法で、ユーザーを強引
に増やしています。解約を忘れるのか、いつか聴くかもと思うのか、使
わないままのユーザーが8割以上いるというわけです。
レコード会社に売上があるのは良いことなのですが、実際にユーザー
に音楽が届いていないということは、長い目で見るとマイナスの方が大
きいと危惧しています。前述の着うたは、「あんな音楽の聴き方は邪道
だ」と言う音楽ファンも多かったですが、“着うた系”と呼ばれる新し
いジャンルを生み出し、西野カナなどのスターも出てきました。収益が
上がっただけでなく、音楽シーンの活性化につながったのです。
通信会社の営業力に依存して、ユーザーに使われないサービスで収益
が上がっている状態では、プロデュース力は鍛えられません。危険な状
態だと理解するべきでしょう。ユーザーを欺くようなビジネスは、公正
性という点でも問題があります。レ点営業を総務省が禁止したら、無く
なってしまう危うい売上でもあるのです。

ラジオ番組の持つ可能性

既存の音楽関係サービスで、唯一と言ってもよい、大きな成功例があ
ります。radikoです。
ラジオ局の番組をインターネットで聴けるというサービスで、関西の
ラジオ局の集まりから実験的に始まり、全国のラジオ局と電通が出資し
た会社が運営しています。

radikoは、月間ユーザー数は1,200万人となっています。もう終わ
りだと言われて、影響力がなくなっていたと思われたラジオが、スマ
ホやPCで簡単に聴けるようになったことで、息を吹き返しました。
2014年は、ラジオの広告売上も前年比増となっています。
ダメだったのは、ラジオ番組というコンテンツではなく、ラジオの電
波と受信機だったというのは、示唆的です。僕が一番驚いたのは、放
送エリア外の局の番組が聴ける月額350円の有料会員が、2015年で20
万人を超えたことでした。聴き逃した番組を、1週間以内なら聴けると
いうサービスも始まります。インターネット放送であることを活かし
て、音楽サービスやコンサートへの誘導などradikoを核にしたサービ

スの充実を期待したいところです。
前述のように日本のルールは、放送と通信は全く違っていて、時代遅
れになっています。インターネットラジオは、楽曲ごとに著作隣接権者
（レコード会社や事務所）の許諾を得ないと流すことができません。唯
一の例外が、このradikoの形です。放送の同時（サイマル放送）再送
信という言い方がされますが、放送局が放送番組を同時にインターネッ
トで流すのは、難聴取者（電波が届きにくい人）対策として、放送と同
じルールで良いですよ、ということになっているのです。
僕は、次章で見るアメリカのミレニアム法のやり方で、日本版

Sound Exchangeを作るべきだと強く思っています。今のままではイン
ターネットラジオ局はできません。
そんな中で頑張っているblockFMを紹介します。blockFMは、

m-floのリーダー、☆Taku Takahashiさんが始めたダンスミュージッ
クに特化したネットラジオサービスです。スマートフォンアプリでは、
アーティスト紹介などのメディアも始めています。
欧米では、BEATSやTidalなど、アーティストがITサービスを事業
化する例がたくさんありますが、日本のアーティストがビジネスを本格
的に行なうのは珍しいです。アーティストは浮世離れした孤高の人でい
てほしい、金儲けに手を汚さないでほしい、みたいな感覚の日本人も居
るからでしょうか？

blockFMは、音楽家目線が活かされた素晴らしい内容のサービスで
す。新しいダンスミュージックを流すメディアとして文化的な役割も担
っています。ジャンルを特化して個別に許諾を取ってインターネット放
送局をやっています。ルールを変えることも重要ですが、既存のルール
の中でやれることにも知恵と情熱を持って挑戦していきたいものです。

2016年には楽天が、“楽天FM”という名前で、インターネットラ
ジオ局の事業者向けのプラットフォームを始めます。ウェブキャスティ
ングに必要なインフラと、音声広告配信の仕組みを提供するサービスで
す。音楽の活性化につながるメディアが増えることを期待しましょう。
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日本の音楽業界は、長い歴史の中で、洗練された仕組みを作ってきま
した。右ページの図のように、アーティストを中心にさまざまなプレイ
ヤーが、それぞれの専門領域を受け持つ仕組みになっています。

業界団体に加盟するメリット

そもそも“事務所”と呼ばれる形態は、日本に独特のものです。戦後
に渡辺プロダクションが確立した形だと言われています。アメリカで
は、アーティスト自らがビジネスに関して責任を持って、弁護士やマネ
ージャーを雇い、ツアーのエージェントやレコードレーベルと契約する
のが一般的です。日本の事務所のあり方はファミリー的で、新人のころ
からアーティストを親身に指導し育成していきます。さまざまな形態や
事務所によるカルチャーの違いはあるので一概に言えませんが、事務所
社長とアーティストの信頼関係を軸に、他の所属アーティストとも良好
な関係を築いて音楽活動を続けていくというようなスタイルが、日本で
は一般的な形になっています。事務所の先輩アーティストが後輩の面倒
を見る、というようなケースも珍しくありません。
アーティストの座組の組まれ方によって千差万別ではありますが、コ
ンサート制作やレコーディングの現場も含めて、マネージメント事務所
が音楽ビジネスのキープレイヤーであることは間違いありません。
単純化し過ぎるのは危険なのですが、大きく分けると事務所は、芸能
系の事務所と音楽系の事務所というように分けることができます。前者
はテレビ局へのブッキング力、企画提案力をベースに仕事をします。日
本音楽事業者協会（音事協）の加盟事務所が芸能事務所の中心です。一
方、音楽系の事務所は、ラジオ局や大型フェスやライブのブッキング、

洗練された仕組みを持つ
日本の音楽業界

▲音楽業界関連図

▲音楽事務所の収入源

コンサートプロモーター

チケット販売 配信サイトCD店

レコード会社
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ユーザー

メディア

照明・音響

音楽出版社
楽曲の管理
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（モバイルFC含）

配信売上
（着うた含）
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アーティストのブランディングやクリエイティブな楽曲制作力を得意と
し、コンサートを中心に活動を組み立てることが多いです。日本音楽制
作者連盟（音制連）に加盟しているのは、こういった音楽系事務所が多
くなっています。
業界団体にはかかわりたくない、という人もいるでしょう。そこにエ
ネルギーや時間を取られる必要は無いと思いますが、前述の実演家の著
作隣接権に関して、放送での二次使用料、貸レコード使用料、今は無く
なってしまいましたが私的録音、私的録画補償金などを受け取るために
は、どこかの団体に加盟する必要があります。音制連なら、正会員にな
らなくても、誰でも権利委任者として分配を受けることができます。

マフィア抜きでツアーができる国

コンサートプロモーターという職種も重要です。業界では“イベンタ
ー”と呼ぶことが多いのですが、会場予約やチケットシステムを手配し、
コンサートにまつわるもろもろを受け持ってくれる存在です。
東京であれば、ある程度の規模までは、イベンターを介さずにコンサ
ートを行なうことは可能ですが、数千人以上の規模になると、ノウハウ
が違ってきます。また、地方で行なうコンサートでは、メディアへのプ
ロモーションも含めて、イベンターとの協力関係が、より重要になって
いきます。
ちなみに、これは全くの私見ですが、興行にはマフィアがかかわるの
は万国共通だと言われています。しかしおそらく日本ほど、マフィア（反
社会的勢力）と無関係にコンサートツアーをできる国は無いのではない
でしょうか？　25年以上仕事をしていて、僕はそういった人たちと接
する場面には一度も遭遇していません。これは、今の60～70代のイベ
ンター第一世代の先輩たちが戦ってくれた成果です。
多くのコンサートプロモーターは、フォーク、ニューミュージックの
ブームの時に、会社を設立しています。当時は、北海道は◯◯組、天竜
川の向こう側は◯◯会などと、コンサートをやる時の縄張りが決まって
いたとのこと。しかし「大切なコンサートに暴力団関係者をかかわらせ
たくない」と思った先輩たちが身体を張って、今のコンサートの仕組み

をつくったそうです。日本を、マフィア抜きでコンサートができる国に
してくれた先輩たちに感謝です。

§
他にも、細分化したスペシャリストは存在します。ただ、自分たちで
やれることはやった方が、経験値にもなるし、コストダウンにもつなが
ります。これまでの仕組みを、盲目的に受け入れるのは止めましょう。
一方で、既存の者に拒否感を持つのも無駄なことです。必要なら専門家
をお願いする姿勢も持ちましょう。思考停止せずに、良いものは使って
いくという考え方が大切です。

テレビのブッキング

まだまだ大きな影響力を持つテレビには、どうすればアーティストを
出すことができるのか……という疑問を持つ人もいるでしょう。テレビ
局に対して力があるのは、連ドラの主役が務まる俳優か、バラエティ番
組や報道番組の司会ができるタレントが所属している事務所です。芸能
な世界でのし上がっていこうと考えるのなら、こういった力のある芸能
事務所と組む以外の方法は無いと言って良いでしょう。
ただ、歌番組に出るのは別の話です。ヒット曲を持っていれば出られ
るのがテレビの音楽番組です。レコード会社を窓口に、ブッキングする
ことができます。アーティストとしてのブランドと楽曲の評価があれ
ば、ドラマの主題歌などのタイアップも不可能ではありません。競争は
激しいですし、芸能事務所の力が強い世界ですが、楽曲の力で勝てるこ
ともあります。
マスメディア、特に在京地上波テレビ局は伏魔殿です。新規参入して
簡単に結果を出せるフィールドではありません。音楽好きというところ
で戦うのであれば、音楽専門チャンネルやラジオ局と、デジタル系のサ
ービスを組み合わせて作戦を立てる方が、ストレスは少ないと思いま
す。芸能界の仕組みは属人性が高く複雑で、経済的合理性だけで判断し
てもらえるところではないということは知っておきましょう。
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最後に、音楽ビジネスのお金の流れを確認しておきましょう。
CDのリリースについては、この円グラフを見てください。メジャー

レ－ベルでやるのか、自分たちでインディーズとしてやるのかによって
全然違います。自分たちでやる場合は、レコーディングだけでなく、ジ
ャケットデザイン、印刷、プレスなどの経費を全部、負担します。ディ
ストリビューターと言われるCD流通会社と契約をして、CD店に営業
をしてもらうのですが、その場合の掛率はだいたい50％前後です。気
を付けなければいけないのは、返品の問題です。返品OK（委託販売）
にすれば、CD店に置いてもらえる可能性は大きくなりますが、返品の
リスクがつきまといます。

メジャーレーベルと契約する場合は、全く違ってきます。契約条件の
考え方については後述しますが、原盤印税が12～20％、アーティスト
印税が１％、事務所に対する宣伝印税が1～2％というのが業界の標準
的な数字です。安いと思うかもしれませんが、製造費や返品などのリス
クをとり、宣伝や営業に予算はスタッフを割いてもらえるので、どうい
う風に捉えるかだと思います。
ただ、問題は音楽配信に関する条件です。自社でやれば、売上の50
～60％が入ってくるのですが、レコード会社と契約する場合は、そう
はいきません。本来なら、配信事業者からの入金を折半するなどが妥当
だと僕は思いますが、レコード会社との契約では、上記のパッケージの
条件と同じ料率を提示してくるケースが少なくありません。交渉して“パ
ッケージより配信が少し多い”という条件にするというのが、残念なが
ら今の日本の相場になってしまっています。これから音楽配信の比重が
高くなっていく時に、この矛盾は大きくなっていくでしょう。最初の契
約時に最も気を付けたいポイントです。

著作権使用料の分配

著作権については、前述の通り、作詞1／ 4、作曲1／ 4、音楽出版
社1／ 2という分配が一般的です。プロジェクトの状況によって、音楽
出版社部分の取り分を事務所とレコード会社が分けたり（1／ 4ずつに
なりますね）、放送局系音楽出版社と3等分したり（1／ 6ずつ）とい
うような形になります。
ポイントは代表出版社になるかどうかです。
JASRACやJRCに信託する際の窓口になる会社を代表出版社、それ
以外を共同出版社と呼びます。法的には、代表出版社だけが著作権者だ
という考え方になるので、代表出版が大切だと専門家は説きますが、分
配に関する事務的な手間は小さくありません。
大手の会社と組んでいるプロジェクトでは、入金が2ヶ月遅くても、
分配の手間を避けて、あえて代表出版社にならないという選択肢もあり
得るでしょう。最近は、JRCアカウンティングなど、安心して分配事
務の委託ができる会社も出てきています。

お金の流れと収益構造

▲ CDと配信の分配の一般的相場

CD 配信

原盤
制作者分

著作権使用料　3.5～12％
（日本は調整中）

流通　45％

．うち
  小売店分　
  25～27％ レーベル分

・製造費
・宣伝販促費
・管理費等

著作権
使用料　6％
・音楽出版社
・作詞家
・作曲家

原盤印税　
12～16％

アーティスト分　
1％～

配信事業者
サービス取り分　36.5～46.5％
（Apple決済分を想定せず）

定価
月額
使用料
×
会員数

原盤印税 
＋

    アーティスト
　     印税　

　　　　50～60％

0 6 70 6 6 新時代ミュージックビジネス最終講義 新しい地図を手に、音楽とテクノロジーの蜜月時代を生きる！

日
本
の
音
楽
ビ
ジ
ネ
ス
の
仕
組
み

Chapter

3

067066



コンサートの収益構造

コンサートについては、規模やアーティストのタイプによって、千差
万別なのですが、大まかな項目を並べてみました。
数百人規模までのライブハウスであれば、あまり悩まずとも勢いでや
ることもできるでしょうが、コンサートホールを使うようになると、そ
れなりのノウハウが必要になります。数千人規模以上の予算項目を説明
します。

・会場費、付帯設備費：会場使用料は定価で決まっています。会場に
よっては多少のディスカウントができる時もありますが、週末を押さえ
るのは難しく、半年から1年前に押さえる必要があります。会場に付帯
しているPAや照明、プロジェクターなどは、別料金がかかることがあ
ります。
・出演料：メインとなるアーティストとは、そもそもどういう契約か
を年間で決めておくべきでしょう。サポートミュージシャンが必要な場
合は、その都度交渉することになります。ミュージシャンの実績によっ
て大まかな相場が決まっていますが、最終的には交渉して決めることに
なります。
・スタッフ人件費：PAエンジニア、照明プランナー、照明オペレー
ター、舞台監督、楽器ローディなどが必要になります。会場付のPAや
照明にお願いするケースもありますが、その場合は、事前のリハーサル
などに丁寧に付き合ってもらうのは難しいことが多いです。
規模が大きくなったり、複数のアーティストが出演する場合は、舞台
監督をお願いした方がスムーズです。
・コンサート制作費：リハーサルスタジオ代、衣裳費など、ステージ
上で必要な経費は多様にあります。お金をかけ出したらキリが無い分野
とも言えるでしょう。
そのコンサートの目的やアーティストにとっての位置付けと採算性を
明確にして、方針を出しましょう。コンサート制作に特化して、制作を
請け負うコンサート制作会社も存在しますが、軌道に乗って、何回目か

の全国ツアーというのなら別ですが、活動初期のアーティストは、コア
なスタッフが中心になって企画運営することをお勧めします。
・イベンター経費：会場警備など、ステージ上以外の経費は、コンサ
ートプロモーターが管轄するのが一般的です。プレイガイドなどに払う
チケット手数料もこの中に含まれます。また、イベンターの取り分につ
いては、さまざまなケースがありますが、総収入や粗利益からのパーセ
ント設定のケースが多いようです。
・収益性：これらの経費を全部足して、入場料収入から引いた金額が、
利益となります。収入見込をチケット単価で割ると、収支の境目になる
リクープライン（損益分岐点）が分かります。会場キャパシティの7割
以内にリクープラインを設定できるように、全体を調整しましょう。
・アーティストグッズは大きな収益源：コンサートで売るグッズも大
きな収入源です。製造原価を30％程度に抑えて、ファンが欲しくなる
商品をつくるのがポイントです。
売れ残ってしまうと在庫を持つ必要も出てきますので、売り切れる適
量にすることと、ツアーだけで売りきれなかった際の販売方法を考えて
おく必要があります。

§
コンサートの専門家はコンサートプロモーターですが、初期のアーテ
ィストのライブのリスクを取るケースはほとんどありません。あくまで
事務所がメインで、サポートする役割となっています。

▲アーティストグッズの販売原価内訳例

販売手数料
（会場への
手数料含む）

アーティスト
ロイヤルティ 利益

（
在
庫
）

製作原価

（
製
作
管
理
）

30～50％ 20～50％ 20～30％30～50％ 20～50％ 20～30％
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既存のファンクラブの仕組みは有効か？

ファンクラブは、年会費4,000～6,000円というのが一般的です。フ
ァンクラブの運営委託を専門にしている会社があるので、数千人以上の
会員が見込めるなら、そういう業者に委託するのも1つの方法です。自
前で全部やると手間はかかります。1,000人以下だと利益は無いなとい
うのが、経験則的な感覚です。ただ、日本のファンクラブの仕組みは一
時代前のままになっています。ある程度人気が出た時に、コンサートチ
ケットの優先やファンクラブ限定イベントなどを魅力にして、隔離する
ようなやり方です。
僕は、この従来型のファンクラブのビジネスモデルは時代遅れになっ
ていると感じています。ソーシャルゲームなどを参考に、今の時代に合
ったファンクラブモデルを作る必要があると思っていて、それについて
は後述します。

§
以上が、音楽活動における主な収入源になります。音楽をメインにし
ているアーティストはテレビやラジオの出演からの収入はあまり大きく
ありません。宣伝目的と捉えられて、テレビの出演料も格安です。ラジ
オのゲスト出演は、レコード会社がブッキングした場合はノーギャラと
いうのが業界慣習になってしまっています。
近年、増えてきた夏フェスなどのオムニバス型のコンサートは、出演
料を交渉して決めて出る形になります。
アーティストや音楽のジャンルによってさまざまなケースがあって、
一概には言えませんが、一般的には、アーティストのブランドを上げ、
人気楽曲を出し、そのアーティストのファンを増やしていくことが、こ
れまでの音楽ビジネスの基本的な考え方になっています。
“人気者になるとお金が儲かる”というエンターテインメントの基本
は、ビジネスの仕組みが変わっても同じというのが、僕の意見です。
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