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第一章 はじめに 
インターネットが普及するにつれ、パソコンを使って CD のコピーが容易になり無料で
ネット上からダウンロードできるなど問題が増えてきた。また、iPodや携帯電話などmp3
プレーヤーの登場で音楽の入手方法もさまざまになってきた。今まで音楽は CD などのパ
ッケージで販売されてきたが、音楽配信によって形のない商品になってきている。 
コピーが容易になったことでその問題点と対策や、音楽配信が増えていく中でパッケー

ジ CDは無くなってしまうのか、レコード会社の今後の戦略などを研究の目的とした。 
 
第二章 音楽業界の動向 
 この章では音楽業界の動向とファイル交換ソフトや CCCDについて論じる。 
 
(１)CDの生産推移 
 まずはじめに日本の音楽商品の生産数量の推移だが、日本でのレコード商品の売り上げ

は 1997～1998年をピークに 2003年まで減少している。これは日本だけでなく、世界最大
の音楽市場アメリカのレコード売上げも 1999年をピークに 2003年まで４年連続で減少し
ている。その影響を受けてレコード小売店は減少の一途をたどっている。 
その原因の一つに人口動態の変化がある。レコード産業のターゲットである若年層の人

口の減少があげられる。次に不況によるリストラだ。レコード業界全体で 30％くらいの人
員削減をしたのではないかと言われている。さらにアーティストの育成費や宣伝費、など

でも無駄を省こうとし、新しいミュージシャンや新しい楽曲を生むことに慎重になってい

る。そしてＣＤの複製とインターネットでのファイル交換が劇的な市場縮小の原因だと考

えられている。 



 
図解でわかるコンテンツ・ビジネスより 

図１．CDの生産金額とミリオンセラー作品数の推移 
 
(２)ファイル交換ソフトについて 
 レコード産業にとっての脅威は CD-Rにとどまらず、MP3という音声フォーマットと 
ナップスターをはじめとするファイル交換ソフトの普及によって消費者のあいだで不法に

行われる、ネットワーク上での音楽ファイルの流通を簡単にした。 
 1990年代初頭にMP3の技術を開発したフラウンホーファー研究所がMP3プレイヤーも
開発したが、さほど実用的なものとはいえず広く用いられなかった。 
97 年になると最初の実用的な MP3 ファイルの再生プログラム、AMP-MP3 再生エンジン
が出現する。その後さらに二人の大学生が AMPエンジンに手を加え、Winampというアプ
リケーションを作った。98 年に Winamp が無料の音楽プレイヤーとして提供されたとき、
世界中の音楽ファンは既存曲のMP3ファイルを自分のウェブサイトにアップロードしはじ
めた。 
 さらにMP3をウォークマンのように外に持ち出すことができるデジタルオーディオプレ
イヤーがMP3ブームに拍車をかけ 99年には爆発的な市場拡大が起こった。 
その背景にあったのが、MP3の流通をより促進させたファイル交換ソフト「ナップスター」
だ。 
ナップスターは 1999年初頭にアメリカの大学生が開発したプログラムだ。 



ナップスターの仕組みは、ナップスターに登録すると、登録ユーザーそれぞれのパソコン

に入っているMP3ファイルの情報が自動的にデータベース化されてインターネット上に公
開される。ユーザーは自分が聴きたい曲をそこから検索することができ、さらに希望すれ

ばその曲の持ち主のパソコンから希望者のパソコンへとファイルが転送される、という仕

組みになっている。 
このナップスターは瞬く間にインターネット上の音楽ファンのあいだに広まった。最盛期

にはアメリカの大学生のうち 73%がナップスターを利用していたという調査結果がある。 
このナップスターのブームを皮切りにインターネット上での音楽流通を可能にするアプ

リケーションが続々と出現することになった。 
そして楽曲情報を保持するサーバーの仲介が必要だったナップスターと違い、ユーザー

のパソコン同士が直接楽曲情報をやりとりできる、ピア・ツー・ピア(P2P)技術を用いたフ
ァイル交換ソフトが主流になっていった。現在海外で主流のファイル交換ソフトの地位に

ある「カザー(kazaa)」や、日本で流行し開発者が逮捕されたことで知られる「ウィニー
(Winny)」などがその代表例だ。 
しかし、レコード産業の反撃として全米レコード工業会はナップスターを 1999年に提訴
し長い裁判闘争が続き、その間にナップスター自体の影響力は次第に減少し 2001年にナッ
プスターはサービスを停止した。摘発の対象はソフトの開発者や運営者だけにとどまらず、

全米レコード工業会はファイル交換を行う消費者を一人ひとり突き止め、直接訴訟を起こ

しはじめ、日本でも JASRACや日本レコード協会などが、音楽ファイル交換を行うユーザ
ーを著作権侵害で告発する姿勢を見せている。 
 
(３)CDのコピー対策 
 CDのコピー対策として 2002年に日本でコピーコントロール CDが導入された。 
CCCDの仕組みは、CDの読み取り信号に意図的なエラーを含ませることで、パソコンによ
るデジタルコピーを困難にしたディスクだ。エラー信号を入れる以外にも、パソコンで読

み込もうとすると自動的に特定のアプリケーションを起動させてコピーへの手順を妨げた

り、デジタルコピーを行った時だけノイズが発生するようなデータを組み入れるといった

方式が開発されている。 
 レコード産業はこの CCCDを導入することで消費者によるコピーを防止し、売上げ減少
の要因を根絶しようと目論んだが、あまり消費者に受け入れられず反対運動が展開される

ことになった。  

図２．複製制御 CDマーク  



 
(４)消費者からの反発 
 まず、CCCD が CD の規格に準拠していないため、通常の音楽プレイヤーに悪影響を及
ぼし、再生できないプレイヤーがあるということだ。CCCD の再生によってプレイヤーが
壊れた、といった報告が CCCD発売当初から広まり、ユーザーは CCCDが機器に与える悪
影響を検証するサイトを次々に立ち上げ、批判した。 
 次に音質の問題だ。CCCD に書き込まれたエラー信号は補正されることになるが、通常
の CD以上に大量のエラー信号が検出される CCCDでは機器に負担をかける分だけ、再生
される音が悪くなることが予想される。多くのユーザーが通常の CDと CCCDに収録され
た同じ曲を聴き比べを行い、CCCD では「音質が悪くなる」ことを主張したが、音のよさ
というのは人それぞれの判断にもよるところなので、全てのユーザーがそう主張している

わけではない。 
 そして最後に CCCDの狙いであるデジタルコピー防止、それ自体に対する不満だ。デジ
タルコピーの利用法は CD-R にコピーして他人に転売したり、配るといったものばかりで
はないからだ。 
 
(５)CCCDの売上減少 
 CCCD のコピー制限は不完全で、パソコン用の CD ドライブで読み込める場合も少なく
はない。ごく普通の音楽ソフト消費者に機器障害や音質低下のリスクを与え、しかもコピ

ーを完全に抑えることができない CCCDに対する消費者の不満は大きく、不法なコピーを
防止することによって音楽ソフトの売上を回復させる狙いは達成されずに、逆に売上は減

少し、2004年に相次いで CCCDは廃止された。 
 
第三章 米と日本の音楽配信 
 この章では日本と米の音楽配信の違いとナップスターについて論じる。 
 
(１)米の音楽配信 
 音楽消費形態が従来の CD からインターネットへと移りつつあり、レコード業界でも音
楽環境の変化に対応するために、インターネットを使って音楽を販売することになってい

った。レコード会社はまず自社レーベルの楽曲カタログをホームページ上に公開し、消費

者はそのカタログの中から聴きたい音楽を選ぶ。そしてネット経由でハードディスクにダ

ウンロードし、「１曲いくら」という形で料金を支払う。 
米レコード業界は 2001 年にタイムワーナーを中心とする「MusicNet」とソニー・ミュー
ジックエンタテイメントを中心とする「プレスプレイ」に分かれて、オンライン配信ビジ

ネスを開始した。しかし使用料金が月額 20ドル前後と高く、お金を払ってダウンロードし
た曲もブランク CDへの焼付けは技術的にできないということなどが理由で失敗している。 



 そんな中、米アップルコンピュータ社の音楽配信サービスの「iTunes Music Store」は
2003 年 4 月末の開始以来、2004 年 7 月までの１年３ヶ月の間に１億曲を売上げ、オンラ
イン音楽配信として初の成功をおさめたと言われている。 
 成功の主な理由として、1曲あたりの値段が 99セント、消費者は買った曲を比較的自由
に CDに焼付けたり、HDプレイヤーに移して聴くことができる、というところだ。 
しかし iTunesが設定する 1曲 99セントという値段でも、実はビジネスとしては苦しく、
アップルは iTunes単独では赤字ではないかと見られている。それをどうやって埋め合わせ
ているかというと、iPodというポータブルプレイヤーの売上げだ。iTunesから購入した曲
を屋外で聴くときにはこの iPodがどうしても必要なのでよく売れているとも言われている
が、一種のファッションと化したとも言われている。そして iPodがよく売れるのは海賊版
の代名詞とも言われるMP3ファイルを再生できるからでもある。 
 アップルと同じく、ソニーも配信では儲からなくても代わりに HD プレイヤーをはじめ
とした新型ハードウェアで儲ける、といった iTunes型のビジネスモデルへの転換とも見え
る展開を見せている。 
 
(２)日本の音楽配信 
 日本のレコード会社もオンライン配信事業を開始した。ソニー・ミュージックが中心に

なって立ち上げた「レーベルゲート」や東芝 EMIなどによる「du-ub(ドゥーブ)」などだ。
しかしいずれも楽曲の値段は 1 曲 300 円くらいと高額だった上、アメリカ同様、ＣＤへの
焼付けを禁止するなど、厳しいコピーコントロールが課せられていた。結果、ほとんど利

用者は増えず、du-ubに至ってはサービス開始から間もなく閉鎖された。 
 日米配信サービスの違いについて、アメリカの iTunesや Connectが許したようなブラン
ク CD へのコピーを許可せず、アメリカの大らかなコピーコントロールとは違い、日本の
レコード会社は楽曲の権利を守っている。 
もう一つは、楽曲の小売価格の決定権をどちらが握っているか、という点だ。アメリカの

場合、iTunes やウォルマートなど小売業者側が価格決定権を握っている。日本の場合は、
レコード会社側が配信の小売価格を決めている。 
  
 またややこしい問題もあり、音楽というデジタルコンテンツのファイル形式や保護機能

が業界全体で統一されていないということだ。 
音楽コンテンツのファイル形式には、海賊版によく使われる MP3、マイクロソフトが提供
するWMA(Windows Media Audio)、ソニーの ATRAC3(アトラックスリー)、アップルが採
用している AAC(Advanced Audio Coding)などがあり、相互性がない。 
また音楽を含むデジタルコンテンツの保護機能は、IT 業界で一般に「デジタル著作権管
理 Digital Rights Management(DRM)」と呼ばれている。DRMの方式について、マイクロ
ソフトのWindows Media Rights Manager、アップルの Fairplay(フェアプレイ)、ソニー



の OpenMG、リアルネットワークスの Helixなど、異なる規格が乱立しており、相互性が
ない。消費者側から見ると、あるオンライン配信業者から買った音楽が、自分の持ってい

るプレイヤーで聴けないなど、こうしたファイル形式や DRMの違いはオンライン配信ビジ
ネスが普及する上で障害になっている。 
そうした中で最も普及し、その上 DRMという保護機能を持たない唯一の方式がMP3で

ある。このファイル形式の音楽はたいていのプレイヤーで再生可能なため、MP3 海賊版が
はびこるという事態を生んでいる。 
 
(３) 合法サービスとして復活したナップスター 
ナップスターは、米 Napster とタワーレコードの業務提携によって設立されたナップス
タージャパンによる音楽配信サービスで 2006 年 10 月から開始された。定額制プラン
「Napster Basic」の料金は月額 1,280円、ポータブルプレーヤーへの転送も定額範囲内の
「Napster To Go」は月額 1,980円。 
定額制対象の楽曲は 2006年 10月時点で約 150万曲で、うち邦楽は約 2万曲。1曲ごと
購入できる「Napster a la carte」では約 160万曲以上を用意し、うち邦楽は約 9万曲。1
曲ごとの価格は 100～300 円で、中心価格帯は洋楽が 150 円、邦楽が 200 円となる。楽曲
データ形式はWMAで、DRMはWindows Media DRM 10。固有 IDの利用により、最大 3
台までの PCで楽曲を共有でき、To Goの場合はポータブルプレーヤー3台まで楽曲を転送
できる。対応端末は NTTドコモの携帯電話[F902iS」、東芝の「gigabeat」シリーズ、iriver、
クリエイティブメディアの「ZEN」シリーズなど 5メーカー26機種で、ケンウッドやシャ
ープなども対応端末を開発中。決済にはクレジットカードに対応するほか、プリペイドの

ナップスターカードを用意。ナップスターカードはタワーレコードやファミリーマートと

ローソンのキオスク端末、郵便局の ATMで購入できる。 
 
第四章 音楽業界の日本の流通制度の現状 
 この章では JASRACについてやレコード会社の流通制度について論じる。 
 
(１)JASRAC(日本音楽著作権協会)について 
日本のコンテンツビジネスにおいて、著作権管理のシステムが最もしっかりできている

のは音楽と映画業界である。 
音楽ビジネスは作詞・作曲家の著作権、演出家(歌手)やレコード会社の著作権隣接権や、出
版、配信、放送などの権利利用のルールや権利収入の徴収、配分の仕組みが整備されてい

る。それを仕切っているのが JASRAC(日本音楽著作権協会)である。2001年の著作権等管
理事業法の制定により、JASRAC の独占的な権限はなくなったが、この 60 年余り、ほぼ
JASRACが一元的に音楽著作権の管理をしてきた。JASRACの職員が足を使って、カラオ
ケハウスなどを一軒一軒回ってシステムを作りあげた。JASRAC の許諾を受けることによ



って、ほとんどの音楽を手軽に利用できる仕組みが出来上がった。 
作詞・作曲家として JASRACに登録しているのは、2005年では 1万 3500人余りだが、こ
のうち「専業」としている者は 1300人程度と推定されている。 
JASRACの音楽著作権の使用料徴収金額は、1999年度は 989億円だったが、2000年度に
1063億円と、初めて 1000億円に達した。その後、一進一退が続いたが 2004年度は前年度
比 1.2%増の 1108 億円となっている。大手レコード会社製の CD などレコード類の売上げ
は著しく縮小しているが、大手レコード会社だけで日本の音楽ビジネスが成り立っている

わけではない。 
 
2005年度の JASRACにおける使用料などの徴収額の内訳 
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図３．JASRACにおける使用料の徴収額 
  
(２)レコード会社の流通制度 
 日本の音楽ＣＤや雑誌、書籍などの出版物には再販売価格維持制度(再販制度)というもの
が適用されている。再販制度とは、レコード会社や出版社のようなメーカーが「定価」と

いう形で小売価格を指定できる。そのため、小売価格が変動しない。電気製品などは定価

というものがなく、小売業者が小売価格を決めて商品が売れなければ小売店側が値引きを

して売り切ろうとするが、再販指定商品の場合はそれができない。売れ残った商品は一定

期間後にメーカー側に返品できる仕組みになっている。こうした制度の下では、値引き競

争が生じないので、消費者団体などの反発を買っていた。また、後に裁断や廃棄される膨

大な売れ残り商品の山にも資源節約や環境保護の面から非難が集まっている。 



どのくらいの商品が返品されるかというと、出版業界では雑誌が 40%、書籍が 30%程度で
ＣＤの返品率はこれよりかなり低いが、それでも 10%前後と言われている。 
各方面からの非難にさらされて、レコード業界は 1992年からＣＤの再販制度に時限を切
り始め、発売後２年経ったＣＤはレコード店だの小売業者側が小売価格を決定できるよう

になった。これが 2000年には６ヶ月まで短縮された。 
CD は発売後、６ヶ月経過するとレコード店が好きな値段で売って構わないと言っても、
日本の場合は小売店側よりもレコード・メーカー側の立場が強いのでレコード会社が小売

店への卸価格を決めてしまう。これを仕切り価格と呼ぶ。 
レコード店側が半年経った CD を安売りすればそれはレコード店側の利益が削られること
になる。 
 
第五章 携帯電話への音楽配信サービス 
 この章では着メロ、着うたの普及要因について論じる。 
 
(１)着メロの登場 
著作権管理システムと並んで音楽ビジネスはコンテンツ流通の技術面でも先進的な役割

を果たしてきた。それは CD という電子製品によりデジタル化をいち早く推進したことで
ある。CDは 1982年に登場し、2002年頃からはさらに DVDという映像と一体化した音楽
コンテンツの販売が普及してきた。音楽コンテンツは映像コンテンツよりデータ量が小さ

いからデジタル化しやすかったという側面がある。この利点があるため、インターネット

に乗せやすい。 
配信サービスの新しいメディアとして躍り出てきたのは携帯電話である。携帯電話の普

及は爆発的で、電気通信事業者協会の調べによると、2005 年 10 月末の日本の携帯電話は
9386(PHSも含む)の契約台数で、うちインターネット対応機種は 90%近くになっている。 
携帯電話はこの 10年で最も有用な個人情報端末となった。携帯電話という新メディアに
コンテンツを流して利用料を取る事業を、「モバイルコンテンツビジネス」と呼んでいるが、

マルチメディア振興センターとモバイル・コンテンツ・フォーラムの調査によると 2003年
の市場規模は 2133億円で、前年より 19%伸びた。2004年はさらに 22%増の 2603億円。 
モバイルコンテンツのジャンルは４つに分けられる。待ち受け画像や動画配信などの「映

像系」、通信料金の定額制が開始されたことで利用が期待されている「ゲーム系」、ニュー

ス、天気予報などの「文字情報系」、それに着信メロディ、着うたの「音楽系」である。 
このうち、いち早く市場を形成したのが音楽系コンテンツである。2000年は 134億円の

市場規模だったが、2001年には 503億円急伸し、2004年には 1099億円になった。 
着信メロディ配信サービスは 1999年にスタートした。携帯電話会社の公式サイトになれ

ば、小額課金システムが出来上がっているので、ビジネスに着手しやすい。また音楽著作

権の権利処理がルール化されており、45秒以内で転送不可にすれば JASRACに１曲につき



数円の料金を払えばすむ。このため、着メロ配信ベンチャー企業が国内に 50社近くも生ま
れた。ユーザー獲得競争が展開され、需要が一気に爆発した。 
着メロは携帯電話の普及と共に市場を拡大させてきたが、携帯電話の加入者は 2005年で
飽和状態になり、着メロ市場も 2005年あたりで頭打ちになったとみられている。JASRAC
の着信メロディ使用料徴収額も 2002 年度は 73 億円と、2001 年度に比べ 90%以上も伸び
たが、2003年度は 3.6%増の 76億円、2004年度は 3.9%増の 78.8億円にとどまっている。 
 
(２)着うた 
 携帯電話の能力は年々、向上している。当初は数和音だった和音数も、64 和音へと高音
質化が進んだ。その結果、メロディ単体ではなく、歌声も組み込まれた「着うた」が 2002
年 12月に登場し、2004年には携帯電話会社３社でこのサービスが可能になった。 

JASRAC にメロディ使用料を支払えば事足りる着メロとは違い、着うたを配信するには
原盤を所有しているレコード会社や歌い手との権利関係をクリアしなければならない。レ

コード会社は着メロ配信サービスのベンチャー企業などに原盤使用の許諾を与えないため、

着うた配信サービス事業に着手したのは大手レコード会社が共同で設立した「レーベルゲ

ート」などに限られていた。しかし、2004年後半からインディーズ系のレコード会社が保
有する楽曲を流す着うた配信サービスが始まり、大手レコード会社が事実上、独占してい

た着うた事業に風穴が開けられた。 
携帯電話のシェア６割弱の(株)NTTドコモが着うたに対応したのは、2004年 2月に投入

した FOMA900iシリーズからであり、着うたは今後、数年間、爆発的に市場が成長すると
みられている。JASRAC の使用料徴収額のデータでは、着うたからの徴収額を「オリジナ
ル音源着信音」としてあるが、2003 年度は 1 億 6600 万円だったのに、2004 年度は 8 億
600万円に急伸している。 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



着うたの普及要因 

 
図４．着うたの普及要因 

 

豹変するコンテンツ・ビジネスより   

①パケット料金の定額化や料金回収代行の実施によりダウンロード数が増加 
②権利者が自ら情報料額(利用料金)を設定するスキームにすることにより、楽曲のラインナ
ップが充実 
③この結果、利用者のダウンロード数がさらに増加するという正のスパイラルが構築でき

たとされている。 
 
第六章 大手レコード会社の取り組み 
 この章では各レコード会社の将来予測と今後の戦略について、経済界という雑誌記事か

ら紹介する。 
 
(１)ソニーミュージックエンタテイメント 
 配信ビジネスの進展がパッケージの販売に与える影響についてソニーミュージックエン

タテイメント社長の榎本氏は、「売上はやはり漸減していくのではないか。特にシングルの

形態は減っていき、配信のほうへと向かうと思う。一方アルバムについては配信が主流に

なることはないでしょう。アルバムのパッケージにはクリエーターの思いが込められてい

るのでジャケットや歌詞カードひとつ取ってみても表現されている。」と言っています。 
また将来的にパッケージと配信のシェアどのようになるかについては、「パッケージはなく



なって 100%が配信になると極端な言い方をする人もいるが、それはないと考えている。ユ
ーザーは手軽に聴きたい曲は配信で、大切なアーティストのアルバムはパッケージでとい

う風に購入方法を賢く使い分けている。今後われわれがパッケージについてのマーケティ

ングを行っていく場合には、音だけでなく、いかに商品に付加価値を付けていくかが課題

となってくるだろう。」 
今後に目標については「このデジタル時代においてはソニーと連携を取り、いかにハー

ドとソフトの連携を図っていくかが重要な課題となるだろう。また中期的な目標としては

映像関連のビジネスの強化を挙げたい。われわれのグループの中には”アニプレックス”とい
う会社もあり、既にアニメの事業に取り組んでいる。今後の具体策としては、アニメ主題

歌に所属のアーティストを起用し、映像と音楽の相乗効果を狙うということがまず考えら

れるだろう。その他には、最近映画界では邦画が非常に好調。そこで邦画のコンソーシア

ムへ参加し、主題歌の権利を獲得していくことなども視野に入れている。”ミュージックカ
ンパニー”から”音と映像の総合エンターテイメントカンパニー”への移行を図る。」 
今後もパッケージは残るが、シングル形態は配信が主になり好きなアーティストのアル

バムはパッケージで買うという購入方法に分かれると予測される。 
ソニーミュージックエンタテイメントとしてはソニーと連携を取り、ハードとソフトの

連携を図っていくことが重要な課題として挙げられている。 
 
(２)ユニバーサルミュージック 
 着うたや配信ビジネスの出現がパッケージに与える影響について、ユニバーサルミュー

ジック社長の石坂氏は「モバイル、デジタルのサービスが出てくるとパッケージが売れな

くなるという図式で見る人が多い。しかし、私はそうではないと考えています。つまり携

帯、配信の音楽に比べ、パッケージは音質、ビジュアル、所有感などの観点で満足度が高

い。完成品なのです。モバイル、デジタル分野はまだどんどん伸びると思うし、期待もし

ています。そして最終的にパッケージの購入に至るというユーザーの購買姿勢も今後は増

えていくのではないだろうか。例えばスピッツのアルバム２種類が大ヒットしています。

一方で iTunes中心の配信でも売上は好調です。従ってパッケージとモバイル、デジタルは
強制すると考えていいでしょう。」 
配信の時代に対応した戦略については「各社ともワントラックの制作に力を注ぐように

なった、例えばビートルズのサージェントペパーズのようなトータルコンセプトのアルバ

ムは携帯や配信に適用させようとしても無理がある。つまりトータルよりも１曲つまみ食

いの傾向が強くなる。一方、今後の重要なマーケットである団塊の世代は全く違ってくる。

ローリングストーンズの 22枚ものの紙ジャケットコレクションがその世代を中心に驚くほ
ど売れている。パッケージも今後、重要な要素になってくる。再び脚光を浴びる可能性も

十分にあると思う。そのためには圧倒的に魅力的な音楽を目指し、作っていくことも大切

です。」 



今後の方向性については、「音楽制作の面で言うと特にシングルヒットを出すことが重要

でしょう。パッケージで言えば一時期の1200億円から、約500億円にまで衰退しているが、
携帯、配信のマーケットの登場でシングルヒットの役割は、逆に増大しているのです。そ

して携帯、配信分野の進展を図る。現在ユニバーサルミュージックではこの分野の総売り

上げに占める割合は 8%程度ですが、近いうちに 20%を目指したい。」と話す。 
 やはり配信ビジネスの出現でパッケージがなくなるという見方ではなく、トータルコン

セプトのようなアルバムではパッケージで、シングルのような形態は配信で手軽に購入す

る形が主になると予測される。 
パッケージでは売上げは衰退しているが逆に配信ではシングルは増大している。ユニバ

ーサルミュージックとしては今後は特にシングルヒットを出すことが重要と考え、携帯、

配信分野の進展を図る。 
 
(３)ポニーキャニオン 
 音楽業界を取り巻く環境は大きく変化していることについてポニーキャニオン社長の佐

藤氏は「われわれの業界は今までにもあらゆる変化を経験してきています。SPからアナロ
グレコードになり、CDへと進化した。その間には 8トラックがあり、カセットテープもで
きました。つまり、パッケージの形態を見ると技術の進化とともにさまざまな変化があっ

たわけです。ただデジタル時代になり、ここに来て初めて経験しているのはコンテンツが

パッケージ化されずにユーザーの手元に渡る状況が生まれたということです。しかしこれ

は流通の形態が変化しているのにすぎません。消費者に届くまでの”道路”が変わっただけの
こと。コンテンツを持っているわれわれとしては、それに対応していけばいいわけです。

むしろデジタル化に伴う問題は、違法行為が容易になったことなのです。ノンパッケージ

であること自体に問題があるわけではありません。何年か前にいずれパッケージはなくな

ってしまうと主張する人たちがいましたが、パッケージというものは今後も然るべき地位

をずっと保っていくと考えています。一方でレコード店がなくなっていくとすれば、これ

は大きな問題です。配信で売れるならそれでいいではないかという意見もあるが、レコー

ド店があるからこそ、幅広い品揃えが可能なのです。それによって需要が喚起される部分

も大きく、例えばサザンオールスターズの新譜が出たからと、レコード店に足を運ぶお客

さんがいるとします。しかしその人たちは別の CD も見てみたいわけです。棚にあるジャ
ズの CD を見て、初めてそれも欲しいと感じるのです。品揃えの面から言えば、日本ほど
幅広いジャンルを有する国はありません。多くのジャンルの音楽を配信で十分に取り揃え

られるか、やはりヒット商品に集中するでしょう。レコード店がなくなるということは、

ユーザーに伝える手段がなくなるということですから、われわれとしても慎重に対応して

いかなければなりません。」 
 配信で多くのジャンルの音楽を取り揃えられるかと言うと、はやはりヒット曲に集中し

てしまう可能性があるので、パッケージは今後も残り続けると予測される。 



 レコード会社といいながら売上の構成上、映像の分野が占める割合の高さが特長のポニ

ーキャニオンとしては、創業者の石田達郎氏がビデオのビジネスに積極だったこともあり、

販売網の構築に力を入れ収益を上げてきたが、これからはコンテンツを握っている立場に

ならなければビジネスをしづらい時代になってきている。かといって超大作の制作に携わ

るといっても無理があるのでポニーキャニオンのような規模の会社がどこに投資すればコ

ンテンツホルダーとなれるかということを考えていく必要がある。 
 

表１．各社の将来予測と今後の戦略 
 将来予測 戦略 
ソニーミュージック 
エンタテイメント 

・今後もパッケージは残る 
・シングル形態は配信が主にな

る 

・ソニーと連携を取り、ハー

ドとソフトの連携を図る 

ユニバーサルミュージ

ック 
・今後もパッケージは残る 
・アルバムはパッケージで、シ

ングルは配信に分かれる 

・シングルヒットを出すこと

を重要視し、携帯電話、配信

分野の進展を図る 
ポニーキャニオン ・今後もパッケージは残る ・投資でコンテンツホルダー

になる 
 
 
 
 
 
第七章 まとめ 
これまでの研究を通して、従来、音楽の販売はパッケージが中心だったがインターネッ

トの普及や技術の進歩につれて売り上げが減っていき、様々な問題点が見えてきた。 
CDの主な購買層である若年層の人口が減少していることだけではなく、パソコンを使って
CD-R に簡単にコピーできることや、mp3 の登場やナップスターやウィニーといった P2P
技術を用いたファイル交換ソフトでインターネット上で不法に音楽ファイルを入手できる

ようになった。この対抗策としては裁判を起こしたり、開発者だけでなくファイル交換を

行う消費者に対しても提訴するなどして摘発している。 
CD-R に関しては CCCD を導入するなどしたが、音質の劣化や、コピー防止が不完全で
あったり、再生できないプレイヤーがあるなど、デジタルコピーの利用法が転売したり配

るといったものだけでないため、コピー防止そのものに対する不満から CCCDは廃止され
た。 
またインターネットの普及に伴い、音楽はパッケージから配信で購入する形へと移り変

わってきている。日本でもレーベルゲートや du-ub がオンライン配信事業を開始したが１



曲の値段が高いことや、ブランク CD へのコピーができないなどの理由で利用者が増えず
に閉鎖した。その中でも iTunesMusicStoreの配信は好調で、１曲の値段も安く、ブランク
CD へのコピーも可能だ。何より mp3 が再生できる iPod の爆発的な人気により
iTunesMusicStoreは成功したと言われている。これによって配信では儲からなくてもポー
タブルプレイヤーの売り上げで穴埋めするという iTunes型ビジネスモデルという新たなビ
ジネスモデルも生まれた。 
また配信だけで音楽を売っているだけではなく、パッケージで購入したい消費者にはオン

ライン注文という形でインターネットでパッケージ CDを購入できるようにしている。 
携帯電話の普及により携帯電話で音楽を聴くことのできる機種も増え、手軽に配信で音楽

を購入する人が増えているが、各レコード会社も予測している通り、やはり CD のパッケ
ージは今後も残り続けると予想される。本当に好きなアーティストの音楽は CD パッケー
ジで購入したいというファン心理もあるので、パッケージで購入する音楽と、配信で安く

手軽に購入する音楽に分かれていくと考えられる。 
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