
国際基督教大（ICU）高校卒。早稲田大学在学中から音楽のプロデュースに関

わり、中退。1989年、株式会社バグ・コーポレーションを設立。「SION」「村上

"ポンタ"秀一」「こだまさおり」のマネージメントや、「東京エスムジカ」「ピスト

ルバルブ」「Sweet Vacation」などの個性的なアーティストを企画しデビューさせ

る。プロデュースのテーマに、新テクノロジー活用、グローバルな視点、異業種

コラボレーションを掲げ、音楽ビジネスを実践している。2010年頃から著作活動

を始め、国内外の音楽ビジネス状況の知見を活かし、音楽（コンテンツ）とITに

関する提言を続けている。エンタメ系スタートアップを対象としたアワード「START 

ME UP AWARDS」、ミュージシャンが参加するハッカソンとコーライティグセッショ

ンを同時開催する「クリエイターズキャンプ真鶴」をオーガナイズ。超実践型作

曲家育成セミナー「山口ゼミ」で音楽家の育成を、「ニューミドルマン養成講座」で、

デジタル時代に対応した音楽ビジネスを担う人材の育成を行っている。

2005年から2013年まで一般社団法人日本音楽制作者連盟の理事を、2011年か

ら2012年に公益社団法人日本芸能実演団体協議会（芸団協）の理事を務める。

著書多数、最新刊は、全分野のコンテンツビジネスをIT視点でビジネスパーソン

に説く『10人に小さな発見を与えれば1000万人が動き出す。』（ローソンHMVエン

タテイメント刊）。

Twitter https://twitter.com/yamabug　

BLOG http://yamabug.blogspot.jp/

AUTHOR GUESTS

Ymaguchi Norikazu 

山口哲一
（株）バグ・コーポレーション代表取締役
『デジタルコンテンツ白書』（経済産業省監修）編集委員
音楽プロデューサー、
コンテンツビジネス・エバンジェリスト。

大阪府立大学大学院工学研究科（現電子・数物系専攻）博士前期課程修了。

在学中ソーシャルベンチャー支援やソーシャルメディアの立ち上げを経て、2006

年日本総合研究所入社。民間セクターに対しては、PMI、新規事業開発戦略策定、

イノベーション戦略策定支援等を、公共セクターに対しては、主に情報通信分野

における社会実証実験を通じた法制度改正、ガイドライン策定支援等を実施し

ている。官民協働（PPP）事業においては、スマートシティ開発支援や米国機関

SRI Internationalと連携して、我が国の科学技術の商業化やイノベーションエコシ

ステムの構築を実施している。現在は、ICTを軸にしたあらゆる産業との融合領

域におけるインキュベーション／コンサルティング活動を実施している。その他、

複数の民間業界団体の理事、総務省等の中央政府、地方政府、民間団体が主

催する研究会の委員等も歴任している。

株式会社日本総合研究所総合研究部門戦略
コンサルティンググループ融合戦略クラスター長

Azuma Hironobu東 博暢

1967年1月生まれ、東京大学理学系大学院修士課程修了、INSEAD卒業

ボストン・コンサルティング・グループに入社し、その後欧州へ経営を学ぶため

留学。現地で色 と々調査した結果、アニメーションに注目し、1996年にアニメー

ション制作会社である株式会社ディジメーションを設立。その後、1999年にボ

ストン・コンサルティング・グループを退職し代表取締役に就任。2000年、株式

会社ゴンゾと株式会社ゴンゾ・ディジメーション・ホールディングスを設立。同

社を東証マザーズ上場に導く。現在株式会社ゴンゾ代表取締役社長

Ishikawa Shinichiro石川真一郎
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GUESTS

1990年にインディーズ・レーベルHOWLING BULLを創業。90年代のインディー

ズムーブメントを牽引したHi-STANDARD（94～99年）のマネジメント、「AIR JAM 

'97&'98」、日本初のラウドミュージックフェス「BEAST FEAST '01&'02」開催。一

般社団法人日本音楽制作者連盟の理事の要職を経験し、現在までに、マネジ

メント、プロデュース、リリース等を手がけたアーティストは国内外合わせて200

アーティスト超。2005年よりレーベル運営の傍ら、催眠療法、カウンセリング、

NLPを学ぶ。2013年にコーチングとカウンセリング、セミナーを提供する（株）

Creative Comunnication Managementを設立。現在はコーチングを取り入れた、アー

ティストマネジメントを実践。CHTHONIC、GYZE、Phantom Excaliver、Each of The 

Days等といった国内外で活躍する新進気鋭のアーティストを手がけている。

（株）Howling Bull　●http://www.howling-bull.co.jp

（株）Creative Communication Management　●http://ccm-jpn.com

Kosugi Shigeru小杉 茂

デジタルマーケティング会社トライバルメディアハウスにて音楽マーケティング部

署「Modern Age（モダンエイジ）」事業部長 / コミュニケーションデザイナーとし

て所属。音楽業界ではレーベル、事務所、放送局、音響メーカーなどを支援。

音楽業界以外にも様々な業種業態のコミュニケーションデザインを行っている。

また、THE NOVEMBERS、蟲ふるう夜に、Aureoleのマーケティングコミュニケーショ

ン、クリエイティブディレクターも担当している。M-ON番組審議会有識者委員。

日本で初のソーシャルメディアと音楽ビジネスを掛けあわせた著書『音楽の明日

を鳴らす-ソーシャルメディアが灯す音楽ビジネス新時代-』、『ソーシャル時代に音

楽を”売る”7つの戦略』『始まりを告げる《世界標準》音楽マーケティング-戦

略PRとソーシャルメディアでムーヴメントを生み出す新しい方法-』を出版。

Takano Shuhei高野修平
コミュニケーションデザイナー

1962年米国サンフランシスコ生まれ。本名はFrank Akira Takeshita（米国籍）。日

系3世として生まれ、10歳のときに日本へ移住。

89年にイーストウエスト・ジャパン（旧アルファ・ムーン、旧MMG）に移り、洋

楽部次長など歴任。99年ホライゾン・インターナショナル（スマイル・グルー

プ）社長、2000年ゾンバ・レコーズ・ジャパン（のちBMGに吸収合併）ゼネラル

マネージャーを経て、03年ビクターエンタテインメント・ジャパンVice President 

Marketing、07年クリエイティブマンプロダクション取締役統括部長。12年にLIVE 

NATION JAPANの合弁設立と同時に、代表社長に就任し、現在に至る（14年に

LIVE NATIONの100%出資会社）。

LIVE NATION JAPANでは設立以降、レディー・ガガ、ニッケルバック、 赤西仁、ジョ

ン・レジェンド、マイケル・ブーブレ、メーガン・トレイナー、マルーン５などの

日本公演を手掛ける。海外公演としてはPerfume、VAMPS、嵐ハワイ公演（チケッ

ト関連）など。

Takeshita Frank竹下フランク

（株）キティフィルムにてサウンドプロデューサー島野聡のマネージャー／我那覇美

奈の制作等をへて（有）ブルーワークスを設立、Hermann H.＆The pacemakers／

つばき／デラ☆センチメンタル／ PLATON等、バンドを中心に多くの新人アーティ

ストを手掛ける。

（株）バグ・コーポレーションではSweet Vacation／ The AIU／ BLUE BIRD BEACH

のマネージャーを担当。（株）フジパシフィックミュージックと共同で新人開発・育

成も行っている。

Fukuda Masahiro福田昌弘
有限会社ブルーワークス代表取締役
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最後まで読んでいただいてありがとうございます。

音楽ビジネスの未来を語るという目的のために、こんなに多岐にわた
る分野について言及しなくてはならなくなりました。出版を決めた時
に、難解で読みにくい本にしてはいけないと思って、見開き単位でトピ
ックを解説していくと決めました。図表やイラストも多用して、気にな
る話題からパラパラと読むこともできるようにしたつもりなのですが、
いかがでしたでしょうか？

しつこいくらい強調しましたが、音楽ビジネスが根本から変わろうと
しています。そして、それは環境の変化による非可逆的で、本質的な変
化です。“最終講義”というタイトルには、すべてを言い尽くすという
意思表明と同時に、もう行動しないと間に合わないという危機感の現れ
も示したつもりです。

現役の音楽プロデューサーである僕が、自身のホームグラウンドであ
る音楽ビジネスの未来を語ることには、強い葛藤がありました。自分を
安全地帯に置いて、事象を外から分析する“音楽ビジネス評論家”にな
るつもりは、１ミクロンもありません。けれども、既存の仕組みが有効
性を失って、再構築が必要な時代に、新たな視点を提示するために、音
楽を愛するみなさんのために、そして僕自身の実践のためにこの本を書
きました。

新人アーティスト育成のクラウドファンド機能も、新時代型のファン
クラブシステムも、本書で提案した内容の必要性は切実に感じていま
す。本気で取り組む人には、僕の知見と人脈を惜しみなく提供するつも
りです。遠慮なくFacebookやTwitterなどを使って、連絡をください。

そして、本書のコンセプトである“ニューミドルマン”のマインドと
スキルを身に付ける“ニューミドルマン養成講座”も継続していくつも
りです。そこで出逢った人たちがチームを組んで、新たなプロジェクト
が始まるような場にしていきたいと思っています。興味と意欲のある人
は、参加してください。

日本人の創造性が、21世紀の国際社会で日本が生き残っていくため
の最大の武器である。そして、音楽はその先兵を担う役割だと信じて、
僕なりの戦いを続けていきます。同士との出逢いを待っています。

最後に謝辞を述べさせてください。本作は僕にとって9冊目の著作で
すが、今回も多くの友人達の助けがなければ出版することはできません
でした。本書に登場した皆さん、ご協力をいただいた皆さん、心から感
謝します。ありがとうございます。
尊敬する田坂広志さんにお会いして、対談させていただいたことは、
人生の宝です。この場を借りて、改めてお礼を申し上げます。
「Content is King」「パーソナリティは最高の戦略」、2つのお言葉を
肝に銘じて、全力で取り組む所存です。

2015年8月16日
Øya Fetival開催中のノルウェー・オスローにて脱稿。

山口哲一

facebook/@yamabug
twiiter/@yamabug

おわりに
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本書の著者山口哲一が主宰する少数精鋭セミナー。新時代の音楽ビジ
ネスおよび音楽がかかわるサービスを中心に担うための心構えとスキ
ル、そして人脈を手に入れることができる他に類を見ない講座です。
音楽業界、エンタメ業界、IT業界から第一線の方をゲスト講師にお招
きして、旬なテーマを学ぶ講座。最先端のデジタルメティアを活用した
実践プロジェクト。『デジタルコンテンツ白書（経済産業省監修）』や各
種メディアへの執筆、調査にかかわる「ニューミドルマン研究会」など、
多彩な内容になっています。

エンターテインメント系スタートアップを応援するAWARDSです。設
立2年以内の法人か斬新なビジネスアイデアを持つ起業志望者の個人参
加も可能になっています。
二次審査の審査委員がキュレーターとして、最終審査に向けてのブラ
ッシュアップを行なうのが特徴です。ファイナリストに選ばれると、デ
ジタルコンテンツEXPOの会場で、10社以上のメディアコンテンツ系事
業へのシード投資の可能性のあるベンチャーキャピタルや産業革新機構
などの公的ファンドの担当者の前で自分の事業プランをプレゼンするこ
とができます。メディア、エンタメ、ITの業界関係者も多数訪れ、従来
は手に入れることが難しかったネットワークを得ることも可能です。
音楽家、プログラマー、デザイナー、映像作家などオールジャンルの
クリエイターが参加する「未来を創る週末～クリエイターズキャンプ真
鶴」も開催。

●東京コンテンツプロデユーサーズ・ラボ
http://tcpl.jp/

“ニューミドルマン
養成講座”とは？

“START ME UP 
AWARDS”とは？

音楽ビジネスクリニック書籍購入特典!
音楽ビジネスでの起業・取引、音楽業界で働いている方、音楽業界への就職を希
望されている方等の疑問や相談に、山口哲一が個別に本音でアドバイスします。

【主なゲスト講師】
荒川祐二（ジャパン・ライツ・クリアランス代表取締役）／石川真一郎（ゴンゾ代表取締役）／伊東

宏晃（エイベックス・マネジメント代表取締役）／ジェイコウガミ（音楽ブロガー）／ジェットダイスケ（ビ

デオブロガー）／鈴木貴歩（ユニバーサルミュージック・イノベーション担当）／高野修平（トライバ

ルメディアハウス）／野田威一郎（TUNECORE JAPAN）／野本晶（スポティファイジャパン）／原

田悦志（日本国際放送）

「START ME UP AWARDS 2015」特別審査員（敬称略）
笹本裕（Twitter Japan 株式会社代表取締役）、清水英明（株式会社スペースシャワーネットワーク

代表取締役社長）、中江康人（株式会社 AOI Pro.　代表取締役社長）、中村伊知哉（慶應義塾大

学教授）、松野玲（株式会社 VVJ 代表取締役）

応募ページ http://tcpl.jp/nmm

ニューミドルマン

アーティスト・クリエイター

ユーザー

メディア・通信 I T 広告 アニメ・ゲーム・映像

音楽業界への就職 音楽ビジネス情報・
知識の獲得 音楽ビジネスとの取引 音楽ビジネスでの起業

コンテンツ（楽曲・情報・
パフォーマンスなど）

既存の音楽産業
（レーベル・
プロダクション）

海外市場
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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！

2015年9月24日　初版発行
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