
世界の音楽ビジネス
の現状
本章では、欧米を中心とした世界の音楽ビジネスについての基本
的な知識を押さえます。
世界の政治経済の中心は、今でもアメリカです。特にインターネ
ットはアメリカの軍事技術から始まった、アメリカが国策として
グローバルに広めている分野です。ITサービスのグローバルルー
ルは、ニアイコールでアメリカルールだと言うことができます。
映画や音楽などのポップカルチャー産業も、アメリカが最強の分
野です。
音楽×ITというテーマになれば、アメリカの状況をチェックする
のは当然になります。一方で、ヨーロッパの国ごとの事情も知り
ましょう。アメリカ文化の進出に対して、フランスがどう対抗し
ているのか？　北欧諸国はアメリカ市場をどう攻めているのか？
きちんと把握することは、日本にとって大切なヒントが隠されて
います。
これからは日本の音楽を世界市場で売っていくのです。状況を把
握することから始めましょう。
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まず、日本とアメリカの音楽市場を比較してみましょう。アメリカは、
日本と違って再販制度は無いので、CDを定価で売る必要はありませ
ん。Walmartなどの大型スーパーが、人気作品を大量に仕入れ、9ドル
（約1,000円）などの原価割れするような安価で売るようになり、CD
専門店が苦境に立ちました。CDでは利益が出なくても、仮に赤字だと
しても人寄せの宣伝費として考えるという発想だったようです。

2006年には、タワーレコードが倒産。日本のタワーレコードは、本
社の業績が悪化した2002年に、当時の日本経営陣がMBOして独立し
た日本法人となり、今はNTTドコモの子会社です。アメリカのCD店
網は姿を消し、町ごとにセレクトショップ的なCD店が残るだけにな
りました。ヒットCDはスーパーで買い、それ以外はAmazonが主た
るお店になったのです。
アメリカのレコード会社は、違法サイトにも頭を痛めていました。そ
こに登場したのがスティーブ・ジョブズです。カリスマ性と交渉力でレ
コード会社経営陣の合意を取り付け、iTunes Music Storeが2004年に
始まり、アメリカでは音楽流通の中心となりました。パッケージをデジ
タル配信が上回っていますが、2005年には、デジタル配信の8割以上
をiTunes Storeが占めていました。
圧倒的な存在であったiTunes Storeですが、サービスモデル自体が
時代遅れになるという事態が訪れます。iTunes Storeは、アカラルトダ
ウンロード型と言われ、ユーザーが好きな楽曲を自分で選んでダウンロ
ードする形で入手するモデルで、レコード会社が組み合せた形でしか買
えなかった音楽を自分で選ぶことができるようになり、安価で、ネット
につながっていれば手に入るというのが画期的でした。
ところが、スウェーデン発のSpotifyの登場で様相が変わりました。

海外の国別市場規模と
フィジカル、配信シェア

▲2014年の世界の音楽の売上シェア（出典：RIAJ2015）

▲2014年のアメリカの分野別売上（出典：RIAJ2015）
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Spotifyはフリーミアムという無料と有料を組み合せたモデルで、スト
リーミングで聴き放題、月額課金というモデルでした。アメリカでも若
年層を中心に多くのユーザーを集め、今も増え続けています。2015年、
Spotifyは全世界で2,000万人の有料会員がいると発表。アメリカでの
ストリーミングサービスの有料会員は約600万人で、8割強の500万人
がSpotifyの会員だと言われています。
一方、規模は小さいですが、レコードの売上が伸びているのも注目で
す。2006年は100万枚以下だった販売枚数が、2012年には460万枚、
2013年には610万枚、そして2014年には前年比52％増の920万枚
と、下落を続けるCDと対称的な動きになっています。アメリカ人に
も、コレクションの需要はあるようです。CDからダウンロード型音楽
配信へと変化したアメリカ音楽市場はストリーミングが中心になり、コ
レクションとしてのレコードにも一部回帰という状況になっています。
ここで短絡的に、“アメリカ市場と同じ状況に日本が後追いするだろ
う”と決めつけることはできません。日本はレコード会社が使用許諾を
出さないという方法でデジタルでの流通を阻害しようとしているので、
ITサービスの普及が欧米に比べて遅れているのは事実です。ただ、環
境やユーザー特性が違う日本がアメリカのようになるとは限りません。
例えばイギリスやドイツでは、ストリーミングサービスが普及した
ことで音楽市場全体が前年比増に変化しています。アメリカよりはCD
市場が残っていたので、ストリーミングとの相乗効果が出やすかったと
思われます。ダウンロード型のiTunesStoreとストリーミングサービス
が両立することは考えにくいですが、パッケージとストリーミングの相
性は悪くないのです。日本の市場は、アメリカよりはドイツやイギリス
に近いと考えられますから、この点からもストリーミングサービスは推
進するべきだと言えるでしょう。

iTunes StoreとiPhoneという単曲ダウンロード型の音楽生態系をつ
くりデファクトになったがゆえに、そこから抜けられない“イノベーシ
ョンのジレンマ”に陥っていたAppleが、ついに動きました。2015年
6月30日からApple Musicというストリーミングサービスを始めたの
です。ブランド力とiTunesStoreでのユーザーを持つAppleが、先行す
るSpotifyをどのように追いかけるのでしょうか？

▲2014年のイギリスの分野別売上（出典：RIAJ2015）

▲2014年のドイツの分野別売上（出典：RIAJ2015）
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音楽関連のITサービスについて、分類して整理してみましょう。ま
ず、クラウド型音楽ストリーミングサービスについては、大きく2つの
潮流があります。
◉オンデマンドジュークボックス型＝代表的なサービスはSpotify
◉パーソナライズドラジオ型＝代表的なサービスはPANDORA
他にも、注目すべきサービスがありますので、順に見ていきましょう。

オンデマンドジュークボックス型

いつでも、どのデバイスでも、聴きたい楽曲を聴くことができるサー
ビスです。月額課金の形がなじむモデルで、Spotifyは無料サービスと
有料サービスを組み合せた“フリーミアム”モデルを使って人気を集め
ています。有料サービスへのコンバージョン率が高いのは、音楽ファン
を醸成している証拠と言えるでしょう。
新しい音楽消費の主流になりそうな理由は、利便性に加えて、ソーシ
ャルメディアでの共有などで広まりやすいことです。ユーザー間でコミ
ュニケーションされることが音楽にとって大切になっています。Apple 
Musicが同タイプのサービスなので、これからの勢力争いに注目です。

パーソナライズドラジオ型

ラジオの進化系というべきサービスです。流れてくる楽曲に対して、
ユーザーが“好き”“嫌い”を伝えたり、その曲をスキップすることで、
楽曲の選択をユーザーごとに変えていきます。パーソナライズドという
のは、そういう意味です。PANDORAのユーザー数は2億5,000万人

超で、車社会でラジオが影響力を持つアメリカ市場では、非常に大きな
存在です。今のところアメリカ以外でサービスを行なっている国はオー
ストラリアとニュージーランドで、それ以外の国ではレーベル側の許諾
が取れずにサービス開始をできずにいます。

PANDORAの人気の秘密は、ユーザーへのレコメンドの確かさだと
言われています。“ミュージックゲノムプロジェクト”という、独自の
レコメンドエンジンが売りです。詳しい仕組みは企業秘密で知ることが
できませんが、数十人のミュージックアナリストが自分の耳で聴いて、
楽曲を分類したり、タグ付けしたりしているそうです。そうやって作ら
れた楽曲データベースを使い、ユーザーの反応については、アルゴリズ
ムに落とし込んで、“この曲が好きな人には、こちらの曲を推奨”とい
ったことをしていると言われています。
この3～4年、世界の音楽サービスのキーワードは“MUSIC 

DISCOVERY”だと言われています。ストリーミングサービスが普
及して、ユーザーの聴取行動を可視化できるようになった結果、その
膨大なデータをどう処理して、ユーザーを新しい楽曲、アーティスト
と出逢わせるのかに、サービス側は腐心しているのです。人の感覚と
プログラムのどちらが優れているのかという議論が続いていますが、
PANDORAのMan＋Machine……人間の主観的な感覚とアルゴリズ
ムを組み合わせる方法は、正解の1つではあるようです。
他にもパーソナライズを目指すインターネットラジオはありますが、
今のところ、PANDORAが圧倒的に先行している状況です。

代表的な
世界の音楽サービス

▲世界の音楽ストリーミングサービス比較表（2015年8月）

サービス形態

会員形態

開始時期

実施国
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100ヶ国以上

未発表
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多チャンネルラジオ型

正確に言うとiHeart RadioもPANDORAと同様のカスタマイズ性
を持っていますが、メインのサービスとしては、世界中のさまざまなラ
ジオ局や個人がステーションを持ってネットラジオ局を運営するのを束
ねて、ユーザーにキュレーションしつつ提供するサービスです。
日本では、dヒッツ、“スマホでUSEN”などが、同モデルのサービ
スになります。また、2015年秋から、楽天が“楽天FM”という名称
でこのタイプのインターネットラジオのプラットフォームサービスを行
なうそうです。楽天は、グローバルを志向する日本企業で、既に他のサ
ービスで多くのユーザーを抱えていますから、これまでとは違うインタ
ーネットラジオサービスになることを期待したいです。

個人ロッカー型

クラウド型の音楽サービスという意味では、個人ロッカー型と言われ
るサービスがあります。ダウンロードやCDからのリッピングで自分
が持っている音楽ファイルを自分が所有するクラウドにアップロードし
て、どのデバイスでも聴けるようにするというサービスです。代表的な
サービスは、iTunes Matchになります。Dropboxなど、音楽が主た
る目的ではないクラウド上のデジタル倉庫提供サービスは他にもたくさ
んあります。
ただ、iTunes Matchを行なっているAppleがApple Musicを始めた
ことからも分かるように、このタイプは音楽サービスとしては、伸びて
いくのは難しそうです。音楽ファイル自体を個人が管理する必要性が無
くなってきているからです。
強いて言うと、SoundCloudは、このタイプに入るかもしれません。

1億7,500万人のユーザー数と1億曲以上のアップロードがされてい
る、音楽家が自らの音源を聴かせるためにアップするサービスです。ユ
ーザーは無料で聴けますし、UGM的な意味が強く、個人ロッカー型
というよりはYouTubeやニコニコ動画と同じ種類に捉えるべきかもし

れません。4,000万以上の登録ユーザーと1億7,500万人以上の月間リ
スナーを持っています。2015年中に有料の新サービスを始めると言わ
れているので注目しましょう。

楽曲認識アプリ／サービス

グローバルにユーザーを持つ音楽関連サービスとしては、Shazamも
重要な存在です。全世界で1億人以上のアクティブユーザーが、年に1
曲以上ダウンロード購入しているというデータも発表されています。
原理は簡単です。無料アプリですから、スマートフォンにダウンロー
ドしていて、外出先で気になる楽曲があったら、アプリを起動させて、
スマートフォンをかざします。すると数秒～数十秒で曲名とアーティス
ト名を教えてくれます。これだけの機能ですが、強い支持を集めてい
ます。日本語版もあります。以前は楽曲データベースが不十分なのか、
J-POPは精度があまり高くありませんでしたが、2014年にレコチョク
と提携をしたので、今後は充実されていくでしょう。

SoundHoundも、同じように楽曲認識アプリを提供するサービスで
す。Shazamが原盤の特徴をオーディオフィンガープリント化して読み
取っているのに対して、SoundHoudはそれだけでなく、メロディ自体
も認識して似た楽曲を知らせます。友人のプロ音楽家の間では、自分の
作曲したメロディがどこかで聴いたことがあるような気がして不安にな
ると、SoundHoundでチェックするという使い方もされていて驚きま
した。

§
他にも音楽サービスは世界中に多数、存在します。常に情報に敏感に
接し、人気が出てきたサービスはチェックして、可能なら自分で使って
みることにしましょう。
これからの世界の音楽ビジネスは、間違い無くITサービスが牽引し
ていきます。いや、もう既にそうなっていると言った方が良いですね。
新たな音楽サービスをいち早く使いこなすことが、アーティストが成功
するための条件になり始めています。
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音楽ビジネスの中心が、レコードビジネスからコンサートビジネスに
移ったのは日本だけの現象ではありません。
マドンナが25年間所属していたワーナーミュージックを離れ、代わ
りにLIVE NATIONと契約したと発表されて驚きが走ったのは2007
年のことです。アーティストがイニシアティブを取るアメリカにおい
て、レコード会社の役割は、ファイナンスとしての比重が大きいです。
多額の契約金を確保できる資金力のある会社を選ぶのは当然と言えるで
しょう。

2014年には、レディー・ガガが生みの親とも言える名マネージャー
のトロイ・カーターとの契約を終了して、マネージメント契約をLIVE 
NATIONと結んで話題を呼びました。

日米のマネージメント方法の違い

アーティストマネージメントのやり方は、さまざまな違いのある日米
の音楽業界の中でも、最も違いが大きいところかもしれません。
アメリカではアーティストがパーソナルマネージャーと契約をし、弁
護士とビジネスマネージャーを雇い、コンサートブッキングをするため
のエージェントと契約を結ぶといった流れが一般的だと言われていま
す。レコーディングについてもアーティストが責任をもって、マスター
テープを完成し、レーベルと契約をするという形になるので、原盤権を
数社でシェアすることも多い日本とは様相が違うようです。
そう考えると、本書の提唱する“新時代型エージェント”は、アメリ
カで言うところのパーソナルマネージャーとビジネスマネージャーを混
ぜたような役割になるかもしれません。

日本のプロダクションシステムを敵視するのではなく、共存、時には
活用して日本型の音楽業界の仕組みにアジャストするようなイメージを
僕は持っています。

重要度を増すコンサートビジネス

そんな中で、重要度を増している今後のコンサートビジネスの分野に
ついては、どのように考えていけば良いのでしょうか？
音楽ビジネスの構造も役割も日本とは大きく違うアメリカですが、

LIVE NATIONの存在感は傑出しています。
ここでは、LIVE NATION JAPAN代表社長の竹下フランクさん
に、日米のコンサート興行の違いを伺いながら、日本市場に新規参入し
ているLIVE NATION JAPANの戦略も聞いてみましょう。
これからのビジネスについて、示唆的な内容となっています。

世界のコンサート市場

▲ライブエンターテイメント市場規模の日米比較（2005年／出典：『ライブエンタテインメント新世紀』
ぴあ総研）
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チケット以外の収入源

̶̶日本にいると海外、特にアメ

リカでのコンサートビジネスがどう

なっているかが分かりません。日本

との一番の違いは、どの辺にあるの

でしょうか？

竹下　一番違うのは、収益構造かも
しれないですね。例えば日本の場合
はチケット、スポンサー、マーチャ
ンダイズくらいが収入のメインにな
ると思いますが、アメリカの場合は
チケット以外の収入源がいっぱいあ
る。だから、1公演で多少高いギャ

アメリカ的です。

竹下　会場を持っていれば、当然駐
車場も持っているわけですね。あと
一番の大きな違いは、アメリカだっ
たら国内で例えば50ショーくらい
はできる。機材の移動も大型トラッ
クでやれるわけです。ところが、日
本の場合は船もありますがたいてい
は飛行機で入れて飛行機で出してい
くことになるので、コストの掛け方
が全く違うというのがあります。昨
今の為替レートが円安なこともある
ので、コンサートの招聘については、
どんどんどん苦しくなっていってい
るというのが正直なところです。
̶̶アメリカではコンサートプロ

モーターは、とても資本力が要るビ

ジネスだというのが分かりました。

ちなみにLIVE NATIONのシェア率は

かなり高いのでしょうか？

竹下　AEGという対抗勢力もあり
ますけど、シェア率では優っていま
す。AEGは有名な会場を数多く持
っていて、そこにアーティストを入
れるというマインドが強いです。僕
らはどちらかと言えばプロモーター
で、アーティストのコンサートを中
心にいろいろなビジネスがあるとい
う感じです。

レコード会社との関係

̶̶LIVE NATION JAPANは現在、ど

ういうスタンスでお仕事をされてい

ラでもペイできるんですね。
̶̶チケット以外の収益とは？

竹下　大きいのは駐車場代ですね。
あとLIVE NATIONはいろいろな
ビジネスをしていて、VIPパッケー
ジを専門としている会社もあり、チ
ケット以外の収入源がたくさんあ
る。また、グループの大きな収益と
しては、Ticketmasterというチケ
ットサービスが傘下にあって、海外
では大きな力を持っています。
̶̶Ticketmasterが日本でも使える

と便利になるでしょうね。また、駐

車場ビジネスというのは、いかにも

るのでしょうか？

竹下　洋楽以外にはこれまでは赤西
仁やK-POP、セロというマジシャ
ンなどの公演もやっていたんです
ね。でも、100％外資の会社になっ
たタイミングで、もう一回洋楽アー
ティストのコンサートプロモーター
としてのスタンスを明確にするのが
LIVE NATIONとしての正しい姿
だと思い、洋楽を中心にして、そこ
から生まれてくるビジネスを付随的
にやっていこうと考えています。
̶̶LIVE NATION JAPANとしては、ア

メリカ式のやり方を導入していくこ

とも考えていますか？

竹下　今後は、会場の考え方、マネ
ージメントの考え方みたいなものも
当然入ってくるとは思っています。
また、アメリカではLIVE NATIO 

NとYahoo!がタイアップをしてい
て、ライブを無料配信しています。
そういったことも、日本ではどうし
ていくのか、とか。
̶̶ライブのストリーミングは、こ

れから面白くなりそうですね。

竹下　例えば海外のショーを、日本
では映画館などでライブビューイン
グするようなことも考えられますよ
ね。今回は日本にツアーで来られな
いけど、映像は見せられる、という
ようなことも。そういう二次的なビ
ジネスも、これからどんどんやって
いきたいですね。

聞き手：山口哲一

竹下フランクTakeshita Frank

外資系プロモーターが考える
コンサートビジネスの未来
100％外資の合同会社として、新たなスタートを切ったLIVE NATION 

JAPAN。同社の代表社長の竹下フランク氏は、アルファムーンで洋楽担
当マネージャーとして音楽ビジネスに携わった後、幾つかのレコード会
社で要職を歴任、そうした経験を活かしてコンサートビジネスの世界に
入られた生粋のミュージックマンだ。日米のコンサートビジネスの違い
や、LIVE NATIONの今後の展望など、貴重なお話を伺うことができた。

INERVIEW

INTERVIE W / Takeshita Frank
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̶̶マネージメント業務に関して

は、いかがですか？

竹下　マネージメントは、成り行き
で良いとは考えているのですが、洋
楽ビジネスがどんどん小さくなって
いるので、邦楽ビジネスにいかに入
り込んでいくのかというのも、大事
な戦略としてあります。その時に、
日本のプロモーターさんとLIVE 

NATION JAPANの違いは何かと
考えたら、LIVE NATIONは海外
ネットワークを持っているというこ
とが大きい。いま、アジアだけでも
９オフィスあって、世界的には50

以上のオフィスがあります。このネ
ットワークを使って、例えばPerfu 

meが海外公演を行なった時にお手
伝いしました。こういう事例を増や
していきたいです。海外公演をきっ
かけに、国内でのビジネスが増えて
いくと考えています。
̶̶LIVE NATIONが先鞭を付けたい

わゆる360°契約については、どう

お考えですか？

竹下　LIVE NATIONがやった一
番画期的なことがマドンナとの360° 
ディールで、すべての権利をプロモ

とで、ある意味では象徴的な年にな

ったと言われています。統計データ

を見ると公演回数はそんなに増えて

いなくて、入場者数と売り上げが伸

びているので、これは大規模コンサ

ートとフェスが増えたおかげでしょ

う。そういう状況の中で、LIVE 

NATION JAPANでフェスの計画などは

ありますか？

竹下　LIVE NATIONは世界中の
フェスにかかわっていますので、国
内もおいおい手を付けていきたいと
考えています。
̶̶では、EDM系のフェスについ

てはどのようにお考えですか？　日

本でもようやく始まっていますが。

竹下　LIVE NATIONが持ってい
るElectric Daisy Carnival（EDC）
というフェスがあるのですが、これ
は面白いですよ。同じEDM系でも
ULTRAはラインナップが気にな
る、いわばSUMMER SONIC系
ですが（笑）、EDCはサイトを見
てもラインナップを表示するボタン
がすぐには見つからない。FUJI 

ROCK的な感覚で、「来たら楽しい
んだから、みんなおいでよ！」とい
うことなんです。
̶̶確かにFUJI ROCKはブッキング

発表前にチケットが売れていますよ

ね。

竹下　アメリカの会場にはメリーゴ
ーランドや観覧車があって、小さな

ーターとして持ってしまったのが、
業界的にはインパクトがありまし
た。ただ、レコードの権利を持った
としても、自分たちがレコード会社
になるかというと、そうはなりませ
んでした。ユニバーサルにお願いし
て、発売をしてもらっているわけで
すね。やっぱりレコード会社と我々
は、お互いにお互いを必要としてい
る。我々としては音楽を発売しても
らって、それをきっかけに、チケッ
トを買ってもらえる。一方レコード
会社からすれば、最大のプロモーシ
ョンはアーティストを呼んでパフォ
ーマンスをさせて、ということにな
ります。だから、さらにそこを一緒
にうまくやるというのが、現在の形
だと思うんです。
̶̶そういう意味では、フェスが

メディアの役割を果たしているとい

う現状もありますよね。

竹下　レコード会社としては、ショ
ーケースとフェスとコンサートの3

つが重なると、1つのマーケティン
グプランになれるんですよね。では
この3つを、どんな流れで構築する
のか？　LIVE NATIONはフェス
の力を深く理解しているので、これ
は今後も考えていくところです。

目指すフェス像とは？

̶̶日本では2014年にコンサート

の収益がCD売上を抜いたというこ

遊園地みたいになっているんです。
しかもいろんな衣装を着たパフォー
マーがいて、ステージ以外の作りも
のが面白くて、入って行くと日常を
忘れてしまう。彼らが言っているの
は、「最大のヘッドライナーはあな
た」ということで、要は入場者がヘ
ッドライナーだというコンセプトな
んです。
̶̶EDCはどれくらいの規模のフェ

スなのですか？

竹下　40万人を3日間みたいな感
じで、しかも3日間のパスしか売っ
ていないんです。1デイチケットを
売っていない、かなり強気です（笑）。
コーチェラも直前までラインナップ
を発表しませんが、チケットはあっ
と言う間に売り切れてしまう。そう
いう形が、今後目指すフェス像なの
かなと思います。
̶̶ぜひ日本でも、そういうフェ

スを実現してほしいです。ただ、観

覧車ありきとなるとなかなか会場探

しが難しいでしょうね。

竹下　コンセプトがコンセプトなの
で、観覧車がないと始まらないです
からね。アウトドアのフェスの場合
は地元との融合がとても大事なので
そこをまず念頭に置きながら、いか
にしてお客さんを楽しませるかを考
えていくのですが、企画をする側も
楽しまないと意味が無いと思ってい
ます。

INTERVIE W / Takeshita Frank
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日本では“メジャーデビュー”という言葉がよく使われますが、世界
視野ではメジャーレコード会社は3社しかありません。ユニバーサルミ
ュージック、ソニー・ミュージックエンタテインメント、ワーナーミュ
ージックです。それ以外は、インディーズレーベルと呼ぶのが普通です。
日本レコード協会に加盟している18社は、国内ではメジャーレーベ
ルと呼ばれますが、世界的にはインディーズレーベルなのです（強いて
言うならドメスティックメジャーレーベル）。そして、日本はインディ
ーズのシェアが非常に大きい国です。2014年のシェア1位はエイベッ
クスで、もちろんインディーレーベルです。
アメリカでは、ユニバーサルが4割以上、3大メジャーで7割近くを
占めています。以前はBMGとEMIがあって5大メジャーと言われて
いましたが、BMGはソニーに、EMIはユニバーサルにそれぞれ買収
されました。レコード産業が成熟してきて、規模拡大が生き残り策に必
要になっているからだと言われています。
アーティストを見る際に、3大メジャーと契約しているのか、各国の
インディーズレーベル（ドメスティックメジャー）なのか、アマチュア
（インディーズ）なのか、大きく3層に分けて理解すると良いでしょう。
日本は、メジャーとドメスティックレーベルの区別が曖昧で、意識が
同じなのと、事務所のパワーが大きく、その一方でアマチュア音楽家の
意識が低いという理由で、他国とはかなり違う様相を呈しています。た
だ、SpotifyやAppleは世界共通ルールですし、YouTubeも然りです。
海外市場を意識しなければいけないこれからは、海外のパワーバランス
を知っておくことが必要でしょう。
世界の音楽ビジネスは寡占化が進んでいます。ユニバーサル、ソニー、
ワーナーのメジャー3社で7割を占める国もあります。一方、プラット

フォームの事業社もApple、Google（YouTube）、Spotifyとグローバ
ルな大企業です。これらのパワーゲームの中で、音楽ビジネスの分配ル
ールが決められています。では日本からビジネスを行なう時に、不利に
ならないためにどうすれば良いのでしょうか？　方法はあります。

WIN（Worldwide Independent Network）という世界のインデ
ィーズ団体が協力をして、2007年に作られたNPOのエージェント
Merilinは、デジタル音楽市場が広まる中で大きな存在感を示すように
なっています。サービス事業者との交渉において不利になりやすいイン
ディーズレーベルの交渉を代行して、メジャーに劣らない条件を引き出
しています。既に、40カ国で2万以上のレーベルが委託をし、世界の
デジタル音楽市場の10％以上のシェアをMerlinが占めています。
最近では、2014年11月にYouTubeが音楽サービス“YouTubeMusic 

Key”を始める際に、インディーズレーベルに不利な状況をMerinが克
服したことで、注目されました。音楽の多様性を担保するために、イン
ディーズレーベルの存在は重要です。Merlin代表のチャールズ・カルダ
ス氏によると、フィジカル市場よりもストリーミング市場の方がインデ
ィーズレーベルのシェアが高まっているというデータがあるそうです。

Melrinとは、日本のインディーズレーベルも契約可能です。インデ
ィペンデント・レーベル協議会（ILCJ）や日本音楽制作者連盟などが
サポートしてくれます。世界市場を意識する時に、押さえておきたい情
報です。

エイベックスもビクター
もインディーズ！

▲2014年の日米メジャーレーベルシェア比較図（出典：MUSIC BUSINESS WORLDWIDE、サウンドスキャ
ンジャパン）
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South by Southwest（SXSW）は、近年注目が高まっている世界最
大のカンファレンスです、最近は、ITとスタートアップのカンファレ
ンスだと勘違いしている人もいるようですが、1987年に、音楽祭とし
て始まりました。日本REPの麻田浩さんの言葉を借りれば、SXSWは
“勉強会”だそうです。スタートも、オースティン在住のマネージャー
達が、ニューヨークのレーベルを意識して、彼らに自分たちのアーティ
ストを見せるショーケースとして、同時に音楽ビジネスのあり方を考
えるカンファレンスとして始まりました。1994年からはFilm部門、
1998年からはInteractive部門を加え、どんどん規模が大きくなってい
ます。2007年にTwitterがSXSWのAWARD受賞をキッカケに世界
的にブレイクするという事件があり、ITサービスの企業にとっては外
すことのできないイベントになりました。ロックバンドが夏のロックフ
ェスを軸に年間活動プランを立てるように、世界のIT事業者は、3月
のSXSWを意識して、サービスや新機能のローンチを行なうようにな

っています。
2015年の来場者数は72,000人と発表されていますが、これは本部

に登録料を支払った人の数です。この時期のオースティンには、非公式
の勝手イベントも数多く行なわれていて、実際に訪れた人の数は公式
発表の数倍と思われます。テキサス州の田舎町だったオースティンは、
SXSWを行なうことで町として大きな発展をするようになりました。

10数年前に訪れてから、自分がプロデュースするアーティストを出
演させたり、日本音楽制作者連盟の理事として日本の音楽を紹介する
JAPAN PAVILIONブースのプロデュースをしたり、SXSWと僕の縁
は深くなる一方です。　

Interactive部門が実施されている時期でも町には音楽が溢れ、ITと
音楽が一体であるということが肌で感じられます。音楽に対するリスペ
クトを感じてうれしくなりますし、日本との彼我の違いを意識させられ
ることが多いです。

SXSWに行くことで、世界の音楽サービスの状況、ITにおける関心
分野の変化などを感じることができます。ストリーミングサービスにつ
いても、2012年頃までは盛んに議論されていましたが、最近は、ドロ
ーン（無人航空機）やロボットの話が多くなっています。音楽サービス
については、「とりあえずSpotify型とPANDORA型になるんでしょ
う。あとはパワーゲームだから、その結果を見て考えよう」となってい
るというのが、僕の理解です。
そういう意味では、4年くらい遅れている日本にもまだ追いつくチャ
ンスがあります。日本のユーザーが教えてくれることに耳を傾けて、サ
ービスを磨いてもらいたいです。もし、音楽関連サービスでストリーミ
ングの次のイノベーションが起きてしまったら、完全に日本は音楽後進
国になり、鎖国して守って、ゆっくり滅びるしかなくなると僕は危惧し
ています。音楽に関するイノベーションが起きる可能性が世界で一番高
いのはSXSWですから、おそらく2015年現在、まだ大丈夫です。
これからの音楽ビジネスで、最も大切なのは“デジタルファースト”
の考え方です。音楽はテクノロジーの発展と共に進化していくし、テク
ノロジーを加速させる燃料に音楽がなれるのだということをSXSWか
ら学びましょう。

音楽とITの祭典
SXSWから学ぶべきこと
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アーティスト活動や音楽ファンにとって有益なサービスで、アメリカ
にあって、日本では成立していないものを並べてみます。何を課題にす
るのかが見えてくるような気がしませんか？
アメリカのやり方が、すべて良いとは思っていません。むしろ事務所
を中心とした日本のシステムは秀逸だし、愛着もあります。ただ、これ
からの時代を見据えた時に、必要なパーツが足りないのは困ります。
アメリカの音楽シーンでは影響力を持ち、生態系の一翼を担ってい
て、日本には無いものを対照的に見てみようと思います。

ミレニアム法＝インターネットラジオ局

アメリカでは、2000年にインターネットラジオに関する法律ができ
ました。ウェブキャスティングというインターネットの仕組みは使うけ
れど、構造としては放送局的なサービス、インターネットラジオ局に対
して一定の枠と楽曲の使用料を決めて、音楽業界側の権利を守りながら
新しいサービスが普及するための法律をつくったのです。1つのアルバ
ムから掛ける曲数など、細かな制限があります。
同時に、NPO団体としてSoundExchangeという計算と分配を行な
う団体もつくられました。
その条件は、同じ曲、同じアルバムから再生できる回数などの制限が
あり、使用料は25％か1再生の最低保証金額0.11セント（約0.13円）
のいずれか高い方というルールです。PANDORAは、あまりにたくさ
ん聴かれるので、最低再生金額と再生回数を掛けた金額が売上の50％
に及ぶ月もあるそうです。
このデジタルミレニアム法（DMCA）があるのでユーザーは、パー

ソナライズドラジオPANDORAを聴くことができるのです。
日本はインターネットラジオ局が音楽配信と同じルールになってい
て、ハードルが非常に高くなってしまっています。音楽業界活性化のた
めには、日本版SoundExchangeの設立が待たれます。

クラウドファンド＝資金調達方法

2012年に、Amanda Palmerという女性アーティストがKickstarter
で自分のプロジェクトの資金集めを行ない、100万ドル以上を集めて、
大きな注目を集めました。１億円超はさすがに驚きましたが、500万円
から1,000万円規模の資金調達は珍しくありません。
アメリカではKickstarter、Indiegogoといった、クラウドファンド
が、アーティストへの資金供給源として機能しているのです。
クラウドファンディングには、投資型、寄付型、購買型と3種類あり
ますが、エンターテインメントにおいては、購買型のモデルが有効です。
昔の言葉で言えば、予約販売ということなのですが、1ドルから10万
ドル以上まで幅広くアーティストを支援できるのがクラウドファンディ
ングの便利なところです。アーティストが実現したい内容を映像などで
訴えて、それに共感したユーザーが資金を事前に払います。提供する商
品やサービスの内容によって、払う金額を分けたメニューを用意するの
です。中には、アルバムジャケットに名前が記載されたり、コンサート
終了後の打上げに参加できたりといった、通常は金銭にならないような
内容も含まれていることが多いです。
ユーザーはアーティストを応援したいという気持ちと、自己アピール
や特別扱いの喜びなどを期待して対価を払うわけです。
日本にもクラウドファンドサービスはたくさんありますが、少なくと
も音楽の分野においては、まだその存在は非常に小さく、生態系の一部
を担うにはいたっていません。
理由はいくつか考えられます。環境要因として挙げられるのは、ウェ
ブマネーの普及の差です。いまだに、クレジットカード情報をネット上
に入力することに抵抗を感じる日本人は少なくありません。クラウドフ
ァンドは気軽にお金を出すのも1つのポイントですから、コンビニ払い

アメリカにあって
日本には無いもの
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聴かせる、ライブ情報を知らせる、ファンとのコミュニケーションを取
るなどの機能はすべて、MySpace上で行なうことができました。
アメリカでは、MySpaceが機能しなくなった後に、Bandcampなど、
それを代替するサービスが広まっていますが、日本では、その隙間は空
いたままの印象を持っています
ちなみに、アメリカではありませんが、日本でmixiが影響力があっ
た頃のアーティストに関するmixiコミュニティも廃れてしまって、代
替機能が無いままです。半匿名でユーザーの希望が分かり、ファン同士
が情報をやり取りしてくれていたmixiコミュは、マネージャーにとっ
ても判断材料になるものでした。FacebookグループやFacebookペー
ジは、あのmixiコミュの役割を果たせていないなと思います。

Songkick＝標準化したコンサート情報

Songkickはコンサート情報、会場情報を見ることができ、チケット
購入までが可能で、Spotifyなどの音楽サービスのアーティスト情報と
紐づく形になっています。
日本では、コンサート情報は各アーティストのホームページで発表さ
れ、コンサートプロモーターのサイトやチケット販売会社のサイトがそ
れぞれ情報を管理しています。すべてのコンサート情報を一元的に管理
するサイトは存在していませんし、そういうサイトを作るためには、た
くさんのサイトから情報を集める必要があり、コストも手間も掛かりま
す。音楽シーン全体を活性化するためにマイナスですね。

Pitchfork＝信頼できる批評

インターネットが普及した時に、個人が自由に意見を発表できるよう
になるので、ブログメディアも含めて、目利きの音楽評論家などが影響
力を持つ世界が来ると言われていました。欧米では、それまでの雑誌メ
ディア中心の時代以上に、音楽を批評するメディアが影響力を強めてい
るように見えます。
ところが日本では、批評メディアの影響力がむしろ小さくなっていま

などとの相性は良くないです。ドネーション（寄付）やチップの習慣の
有無も、あるかもしれません。また、アーティストが直接ユーザーに「お
金を払ってください」と言うことが、イメージ的にマイナスだという考
え方も根強いようです。
また、既に居るファンしかお金を出さないのであれば、クラウドファ
ンドサービスを使う理由がアーティスト側にありません。直接もらえば
良いのです。日本のライブアイドルは、そうやって少ないファンからで
もたくさんのお金を集めるノウハウを持って運営されています。

100円払う１万人と、100万円払う人が同居して、お祭り的に多額の
資金が集まるのがクラウドファンドの醍醐味なのです。

ビルボードチャート＝リアルなチャート

オリコンチャートの問題点は第三章で書きましたので繰り返しません
が、アメリカのビルボードチャートは、ラジオでのオンエア回数をベー
スにしながら、CD売上、ダウロード数、ストリーミングサービスでの
再生回数、YouTubeの再生回数、Twitterでの投稿数など、楽曲の人気
が窺い知れる情報は、すべてと言って良いほど取り込んで、チャート化
しています。ビルボードジャパンも同様の考え方でチャートを作ってい
ますが、まだ影響力を持つにはいたっていません。

Bandcamp＝ウェブ上の活動拠点

MySpaceというサービスは知っていますか？　Facebookが普及す
る前に、世界一のソーシャルネットワークサービスでした。その後凋落
し、2011年には売却されますが、買収側に有名アーティスト／俳優の
ジャスティン・ティンバーレイクが加わっていることで話題になりまし
た。残念ながら、リニューアル後も一時期の輝きは無いようです。

MySpaceは、アーティストをベースにしたソーシャルネットワーク
でした。一時期は、プロ／アマ問わず、世界中のほとんどのバンド、ア
ーティストがMySpaceに自分のアカウントを持っていました。自分で
ホームページを持つ必要が無いと言われ始めた頃でもあります。楽曲を
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す。いわゆる音楽雑誌は、レコード会社からの広告出稿をベースに作ら
れているので、完全に中立な批評は難しい構造があります。ところが、
ウェブサービスやブロガーなどでも、良質の批評が出てきていないのが
現状です。
一方で、“食べログ”に代表されるユーザーのポイントなどで評価す
るサービスも、音楽については機能していません。映画では“Yahoo!
映画”のポイントには一定の影響力が出てきていますが、同様に取り組
んだ音楽では上手く機能せず、Yahoo! Japanは、現在音楽コーナーを
持っていないような状態です。

§
日本の音楽界を見る時に、こんな視点で捉えてみると、新しい発見が
あるのではないでしょうか？
アメリカにあるサービスと、同じものが日本にある必要はありませ
ん。ましてや、各サービスの日本語版が欲しいという意味ではありませ
ん。ただ、アメリカの音楽ビジネスの生態系を補強している機能は、日
本では不足している部分です。日本の起業家たちにつくってもらいたい
し、そのサービスで海外展開もしてもらいたいです。新時代エージェン
トとなるニューミドルマンは、その欠如への対策を意識しながら活動プ
ランを組み立てましょう。
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