
音楽家として 

人をHappyに導く 

自由でクリエイティブな
活動方法 

プロ、アマチュアを問わず 

人に幸せを届ける音楽活動を成功させる仕組み作り 



はじめに 

街には様々なジャンルのコンサートのチラシが溢れています。 

芸能人のライブを始め、ロック、クラシック音楽、フラメンコ、 

ジャズ・・すごい数。 

しかし、どんなに知名度のある人でも、集客には苦戦しています。 

そして、残念ながら多くのコンサートが、イーブン、ないし、赤字運営。 

なぜ黒字運営に転じられないのか？ 

なぜ人が集まらないのか？ 

人間というものは、自らを客観視することは難しいものです。 

他者の目から演奏活動、音楽活動を客観的に見ると、 

充分な伸び代があるのに気づいていない人がいることも事実です。 

自分本意なコンサートは、わざわざコンサートに足を運んで下さった 

お客様に失礼です。いつも客体を意識すべきですね。 

また週末活動やダブルワークとして活動しているアマチュアの方でも 

幸せを届けるコンサート作りをした場合、対価を頂くべきだと思います。 

そう、音楽活動には、もはやプロもアマも関係ありません。 

（そもそも音楽業界はプロとアマの定義は曖昧です。） 

この冊子では、本当の意味で「観客を幸せに導く活動方法」を記しています。

お役に立てれば幸いです。（業界のバックヤード的な読み物としても面白いかも） 



目次 

１、どんどん利益追及しよう！ 

２、ブルジョア的な経費のかけ方では続かない 

３、コンサートやライブは己の自己満足のため？ 

４、あなたの純粋なファンは誰ですか？コアなファンを獲得しよう！ 

５、その衣装・・・キャバ嬢！？舞台人として 

６、音楽活動に学歴なんて関係ない！プロフィール作り 

７、上手いだけの演奏に人はお金は払わない！ 

８、集客困難を憂うなかれ 

９、よくそれで音楽家と名乗れますね 

１０、演奏 + 人柄 ＝あなたという音楽 

１１、選曲を見直しませんか？ 

１２、ウケそうなものを選ぶより、ウケるように料理しよう！ 

１３、もし今、ベートーベンが生きていたら！？固定観念の排除 

１４、音楽の様々なアプローチ方法とオリジナリティー 

１５、もしチケットが完売しなくても副産物（知的財産）でカバーできる 

１６、実用的な編曲法（『森のくまさん』を例題にして） 

番外：実際に確かめてみて下さい。2桁万円の黒字です！！ 



１、どんどん利益追及しよう！ 

数あるコンサートのチラシ（内容）を見てまず思うこと。 

それは、 

「なぜチケット代金が、こんなに安価なのか？」ということです。 

会場にもよりますが、だいたい平均して、２０００円。 

しかもがっつり100分以上のコンサートでです。 

小さなサロンやキャパ５０名ほどのホールでも、それなりの借り賃がかかります。 

２０００円で、純利益は見込めるのでしょうか？ 

それより何より、 
まず、 
音楽家に潜在的にはびこる、 

【利益追求への負い目】を払拭しませんか？ 

仕事である以上、利益追及は当然のことです。 

私自身も演奏家になりたてホヤホヤの頃は、 

「演奏家としての技量はまだまだだから、高価なチケット料金は頂けない。」と、 
安価な値段設定をしていました。 

しかし、それはホヤホヤちゃんだけにあてはまることではなく、 



今では、 

「お金を払ってでも舞台に立って演奏させてもらうものだ。」 
という考えがまかり通っています。 

まるでそれが正論かのように（イヤイヤ、違うでしょ）。 

確かに、演奏家として歩み出し、 
最初の１年（長くても３年まで）は、 
安価な値段でチケットを提供し、お試し的要素から、 
お客さんに自分という存在を知ってもらうことは、 
意味あることだと思います。 

でもよく考えてみて下さい。 

演奏家歴５年以上の人が、同じような感覚のままでいいのでしょうか？ 
同じ値段設定でいいのでしょうか？ 

通常マーケットでは、 

「商品の価値＝値段」です。 

誰でも簡単に作れるものはそれだけ価値が低く、よって値段も安価。 
これを演奏家に置き換えると・・・・。 

もうお判りですね。 

安いチケット代金は、 

「自分は２流３流のアーティストだ。」と 



公言していることと同じです。 

チケット代５０００円とは言いません。 
せめて１０００円値上げしませんか？ 

今、赤字（もしくはイーブン）経営している演奏会が、 
１０００円値上げ（３０００円）するだけで、 

100名✖ 2000円＝20万円　　 

100名✖ 3000円＝30万円 

１０万円もアップします（簡単な計算で失礼しました💦）。 

「でもいきなりチケット代を値上げするのは憚られる・・。」と思われるでしょう。 

では、いつ値上げするのですか？（どんなタイミングで？） 

今、値上げして下さい（今でしょ！今なんです！！）。 

そしてその代わり、 

チケット代金以上のものを持って帰ってもらいましょう！ 

商魂たくましく！とまでは言いません。 

利益追求に負い目を感じるのではなく、 

お客さんが心から求めるもの（価値）をどんどん提供していきましょう！ 



２、ブルジョア的な経費のかけ方では続かない 

特に、クラシック音楽演奏会へ行くと、必ず美しい装丁のプログラムが手渡されます。

それは本当に必要ですか？ 

最初から純利益が見込める（経費をかける資金がある）公演なら、 
美しいプログラムは大歓迎です。 

しかし、 

利益の出ない演奏会に高額なプログラムは必要ありません。 

そもそも、美しいプログラムが無料配布されるコンサートは、 
ほぼ、クラシック音楽業界だけです。 
（何度も言いますが、利益が見込めたり、チケット代金に冊子料が含まれるなら問題なし） 

では、そもそも 

なぜ、プログラムを制作しないといけないのですか？ 

まず、その慣習から抜けだしませんか？ 

私は自分のコンサートのプログラムは、自分で制作しています。 
しかもA4サイズの紙、１枚に、 
必要な情報を集約させて記載しています。 

元は、プログラムの配布はしませんでした。 
しかし、ここ５年くらいで、プログラムを配布するようになりました。 



何故なら、それまでは全て、MCでまかなえていたのですが、 
オリジナル曲を発表するようになり、 
曲タイトルが、言葉で伝えるだけだと伝わりにくく、 
（記憶に残りにくく）、字面が必要になったからです。 

辛辣なことを言いますが、 

案外、お客さんはプログラムの曲目解説を読んでいません。 

読んでいる風です。 

そして帰ってゴミ箱へぽいっ😱悲しい・・・。 

あまりメジャーではない曲を演目に取り入れる場合は、 
曲解説が必要でしょう。 

しかし、メジャーな曲に解説は必要ありません。 

何故なら、 
「クラシック音楽演奏会に行こう！」というお客さまは、 
ある程度のことはご存知です。 

「いや・・私の演奏会に来てくれるお客さまには丁寧にしたい。」と、思うなら、 

自らの声で、舞台上からお話して下さい。 

その方が、 

お客さんの印象にも残りやすいです！！ 



もしくは、 
経費をあまりかけなくて良いプログラム作りを目指して下さい。 

チラシも同様です。 

ただ、 
印刷は一昔前とは違い、 
業者にお願いしたほうが断然安価です。 

見込める売り上げを上回る経費をかけることは、 
ブルジョアの為せる趣味と思われても仕方ありません。 
残念ながら。 

だって、 
これを会社経営に置き換えたらなら、 
即、倒産です。 

その素晴らしい才能を、 
１円でも多くの対価に変えて頂きたいと思います。 

それは全て、 
末長く活動するために必要なことです！ 

まずは 
あらゆる慣習から解き放たれ、経費を見直してみませんか？ 



３、コンサートやライブは己の自己満足のため？ 

まず質問です。 

なぜ、あなたはコンサートを開催するのですか？ 

それは、「ボランティア活動」ですか？ 

それとも人を巻き込んだ、 

「己を満足されるための独壇会」ですか？ 

まれに、 

「自分の勉強のために、年に１回は演奏会をしないと腕が鈍る。」 
という理由から、 
ソロ演奏会を開催している演奏家がいます。 

もしそのような動機で演奏会を開催するなら、 

無料コンサートにしてください！ 

開催動機が、あまりに客体を無視しすぎています。 

お金を払う方に大変失礼です。 

あなたの自己満足のために、 
チケット代金を払って演奏会に来てくれるお客さんというのは、 
（要するにおつきあいで来てくれる人） 



自分にとって価値のない、 
必要のない物品を、 
いやいや買わされているのと同じことです。 
辛辣な例えですはありますが。 

さて、ではどんどん利益追求してもよい演奏会とはどのようなものでしょうか。 
簡単なことです。 

コンサートに来てくださるお客さん全員をハッピーに出来ること。 

「聴きに行って良かった！」 

「次回もまた絶対、聴きに行きたい！」 

と「心から」思ってもらえること、 

音楽を通して人を幸せにできる。 

そう、お金を出す人（お客さん）にとって対価と同等（もしくはそれ以上）の、 

「自分にしか出来ない」、 

「価値がある演奏会」を開催することなのです。 

自分にしか出来ない。 

ここがポイント。 

「付加価値」を高めていきましょう！！ 



４、あなたの純粋なファンは誰ですか？ 

　　コアなファンを獲得しよう！ 

私は、基本的に招待券は出しません。 

何故なら、 
「おつきあいという利害関係」で来た人の時間を無駄にしたくないからです。 
（時間泥棒～！） 

そして、 

招待券をお渡ししないと来てくれない人は、 
残念ながら、 

あなたの本当のファンではありません。（うーー残念！！） 

他にも乱暴な言い方をすると、 
半ば強制的にチケット売ることも控えましょう。 
（ファンが離れていくこと確実です・・・） 

おつきあいという利害を一切抜いた人とのつながりで、 
コンサート会場まで、 
わざわざ足を運んでくれる、 
純粋なファンは、何人いますか？ 
頭に思い浮かべてみて下さい。 

それが３0名もいれば、素晴らしいことです！ 

そのファンの方々は、同じ業界の人ですか？ 
それとも一般の方ですか？ 

そのファン層により、提供する付加価値の内容が変わってきます。 



ただ、 
私の経験と現状、 
そして、 
国内で売れている演奏家を照らし合わせて思うことは、 

「末長く」ファンでいて下さる方の多くは、 
同業者ではなく、 

「一般のお客さん」です。 
（友人もとても大切な存在です） 

この末長くというのがポイント。 

ちなみに 
私のことを応援し、 
毎回コンサートに足を運んで下さるお客さんの９5%が、 
一般の方です。 
私はそのユーザーに照準を合わせ、 
〈ハッピーコンサート〉を創造しています。 

私が感じることですが、 
クラシック音楽家の多くが、 
クラシック音楽家とばかりつるんでいます。 
これの意味するところは、 

「交際・交流範囲が極端に狭い」ということ。 
（この場合、リアルな世界でのことです） 

私は、 
一般職のアルバイトしていた時の同僚や上司、 
（音楽業界以外の）仕事で出会ったスタッフさん、 
学校時代の恩師、友人・・ 



ウマが合いそうな人とは、どんどん交流を深めていきました。 
その結果、 

今でも私のセルフプロデュースコンサートに来てくださいます。 

セルフプロデュース演奏会を開催しても、 

長く続けていかないと意味がありません！！ 
（一過性だと哀しい） 

「音楽家として、芸術家としての誇りを持ち、 

本当に伝えたいことを【発信】し、【発展】させることは 

とても時間のかかることです。」 

（そりゃ広報資金をかければあっという間かもしれない。 
でもそれはブームですぐに消える危険を孕んでいる。） 

リアルな世界で、音楽業界以外の知人を増やし 
関係を温めていかなければ、 

チケット購入まで至ってもらえるファンの獲得は難しいかもしれません。 

楽器の練習ばかりやっていてもダメなのです。 

その代わり、 
一般のお客さんは、お客さんを呼んで来て下さいます。 

ファンがファンを呼ぶ！ 

そう、口コミ。 



とても有り難く、そして、頼もしい存在です！ 

あなたのことを愛するファンは、 
あなたの生み出す（カタチ作る）芸術が好きだから、 
ずっと応援して下さいます。 

これが俗に言う「コアなファン」。 

そして気がつけば、最終的に、 

世のため人のためになっているのです。 

そこに理屈はありません。 

言うなれば、愛と情熱です！ 

少しずつでいいんです！ 
少しずつがいいんです！ 
本当のファン（ユーザー）をつくっていこう！ 
そして増やそう！ 

あなたが「諦めず音楽を探求」し、 
 
そして、「その魅力が続く限り」、 

ファンは増え続けます！！ 



５、その衣装・・・驚愕！キャバ嬢！？舞台人として 

一般的にクラシック音楽の演奏家（女性）の正装は、 
イブニングドレスです。 

「ドレスの胸元はどれだけ開いていてもいいが、 
足は絶対見せるべきではない。 
それがクラシック音楽家の正装だ。」ということらしいですよ。 

しかし！！ 

今は２１世紀！！ 

セルフプロデュースのコンサートに正装は必要だろうか？？ 

面白くない。 

でもそれ以前に、 

みんな同じ格好に疑問を感じる！！！ 

こんなことを言われたことがあります。 

クラシック音楽にあまり興味のない、 
クラシック音楽業界のイロハを知らない、 
フラットな一般の友人の言葉。 

「クラシックの人ってさ、衣装がみんなキャバ嬢みたいじゃない？」 

しかし、冷静になって考えてみると、 
確かに、 
そう見られても仕方がないのかもしれません。 



私たちの常識ではそれが「普通」。 
しかし広い世界（ショービジネス）で見ると「特異」・・・。 

そうなんです！！ 

クラシック音楽の世界でも、ソロで舞台に立てば、 
規模の大小関係なく、立派な、 

「ショービジネス」なんです！ 

音楽だけ良ければいいというものではないのです！ 

衣装から 
「魅せる」コンサートでないと、面白味にかける。 

「衣装も舞台演出の一つです」 

だって・・・ 
もし、レディーガガの衣装が、 
毎回キャバ嬢風ドレスだったら・・・ 
観る価値が（楽しみが）・・・下がる・・・。 

と思いませんか？ 

規模もジャンルもまるで違いますが、同じことです。 

クラシック演奏家以外の方、要は舞台に立つ人、 

プロもアマも、女性も男性も、 

皆にあてはまることです！！ 

お客さん視点からだと、（規模は違えど） 



私たちもレディーガガと同じ、舞台人です。 

「奇抜さ」や「過激さ」、「演奏技能を掻っさらう話題性」を 
出せと言っているのではありません。 

また、高価な衣装を買えと言っているのではありません。 

（私の場合４９８円の衣装などもあります） 

クラシック映画から飛び出してきたような 
右に倣えの衣装は見飽きた。 

あなたが、音楽を超越した（そう自負して欲しい） 
「芸術家」であるならば、 

「みんなと同じである必要性は皆無です。」 

少し、工夫してみませんか？ 

ちなみに私は 
コンサートの前半と後半で、衣裳替えします。 

私のコンサートの場合、 

前半→「クラシック音楽」 

後半→「ラテン」や「ハンドクラップで観客を促せるアレンジを施した 
ノリのよりクラシック曲」という内容でお届けしておりますので、 
曲や内容によって衣装を変化させております。 



だってせっかく 
なんでも思い通りに演出できるセルフプロデュースのコンサートですもの！ 

「舞台芸術の腕前を見せる」格好の機会です！！ 

もちろん、演奏の腕前ありきの話です。 

それがないのに衣装だけ凝るのは、本末転倒です。 
（それを付加価値にしているなら、そういうのも面白くてアリですね！） 

プラスαで、 

「お客さんを目でも楽しませてみませんか？」 

「自分というキャンバスを彩ってみませんか？」 

＊反対にお笑い芸人の衣装のように、いつも同じ服装、 
いわゆる「制服化」するのもアリかも。やり方は色々あります。 



６、演奏活動に学歴なんて関係ない！プロフィール作り 

演奏会のチラシを街で見かけた時、 
私は必ず、演奏家のプロフィールを読みます。 

それはなにも、 
学歴や、コンクールの受賞歴を見ているのではありません。 
（そこはむしろ参考程度。重要度はかなり低い。） 

では、 
何を見ているのかというと、 

個性がキラリと光る「プロフィール内容」か否か。 

そして、「写真」であるか。 

ということです。 

チラシやプロフィールはあなたという芸術への入り口です。 

興味あるプロフィールや、 
写真を掲載しているプレイヤーになかなかお目見えしません。 
（最近、少しずつ増えて来てますね！！） 

これは、クラシック音楽ジャンルに限り、なんですが・・・。 

ほかのジャンルの音楽家は、 

上半身ルックではく全身カーバーで人となりが伺えるような写真、 

ライブの白熱したもようが見えるようなグルービーな写真、 

アート色満載の写真、など、様々。 



しかしクラシック音楽部門は・・・・ 

「みんな同じ写真館で撮影したんですか？？？」 

と言いたくものが多い！ 

みなさん、お美しい！カッコいい！ 
これはまぎれもない事実！ 
しかし！？ 

ホント、もったいないですよ！！ 
美しいだけで、 

「音楽家としてのあなた」の良さが全く生かせてないし、 

「芸術家としてどう見られたいか、魅せたいか」 

わかりません。 
埋もれてしまっています。 
（ここで再び衣装の重要性も感じて下さい。） 

次にプロフィール文ですが、 

みんな同じ雛形で・・・・ 
ある意味関心しますね、 
正直な話。 

当然、 
出身地・出身校・受賞歴・・ 
このあたりはみんな横並びになっても仕方ないですね。 

でも、 
言いますよ！！ 



「誰々先生に師事」という文言は本当に必要ですか？？？ 

そりゃ演奏家になって間もない頃はいいと思います。 
また、先生が偉大な方ならネームバリューを使うのも一つの手です。 

しかし、 
一定の頃合いを見計らって取り除いてみるのもアリだと思うんです。 
（これは恩師を蔑ろにしている訳ではありませんので、誤解のないよう。） 

何度も何度も言いますが、 

コンサートにチケットを購入して来て下さるお客さん第一主義で考えると、 

だれだれ先生師事、という情報は必要ないです。 

それを見て演奏会へ来てくれる一般の方はほぼいらっしゃいません。 

そして「学歴・受賞歴」でお客さんはコンサートに来るか否かを判断していません！ 

音楽活動に学歴・受賞歴は全く関係ない！！ 

そこに胡座をかき、固執することはむしろナンセンス！！ 

（芸術家なのにセンスのない・・ナンセンスなんて致命的！） 

もっとプロフィールを 

「個性で飾ってみましょう！」 

例えば、簡単なことなら、 



「好きな食べもの：パクチー」とかで良いです。 
（意外性のあるものがいいですね） 

これを見た方は、 
「なんでパクチーが好きなんだろう？」とより興味が芽生え、 

あなたへの精神的距離がグッと縮まります。 

他に、「趣味」や「好きな言葉」など、 
音楽に関係のないことを書かれることもお勧めです。 

そして最後に、 

「自分の音楽への信念や情熱、目指すもの」を 

書いてみてはいかがですか？ 

これで、「プロフィール」や「写真」ででも、 
グッとファンの心を掴めるかもしれません。 
少なくとも、これまでよりは。 

プロフィール文章や写真も、 

「自分をアピール出来る格好の場所です！！」 

プロフィール内容は年々進化していきます😊  

そうありたいし、芸術家として 

そうあるべきです。 



７、上手いだけの演奏に人はお金は払わない！ 

音楽関係外のクラシック音楽をたしなむ友人に 

「今の時代、ただ上手いだけの演奏にみんなお金は払わないよ。」 

と言われたことがあります。 
辛辣です・・・。 

でも的を得た発言！ 

鋭い！！！ 

みなさん、デヴィッド・ボウイはご存知でしょうか？ 
彼はビジュアル系バンドのパイオニアである 
「グラムロック」を代表するアーティストです。 

私は彼の音楽を初めて聴いた時、 

「ん？歌下手？？」と思いました。 

しかし、聴き続けていると、 
「ん？なんだろう、この魅力！」と、 
どんどん、彼の音楽観に魅了されていきました。 

彼の外見は、妖艶な 
危険な魅力に溢れ、性別不詳、 

さらに言うと、 
「え？宇宙人？」というような 
捉えどころのない不思議な風貌。 
奇抜な衣装とパフォーマンスが目を引きます。 

楽曲も、 



「エンデイングが今までにない斬新な音の（楽器の）使い方！」と、 

驚いたこともありますし、 
もはや歌ではなく、セリフを話しているように聴こえる時があったりもします。 

彼のやることなすこと、 

常に「先鋭的」で「予定調和」をことごとく裏切り、 

偉業を成し得る。 

彼は、 

「普遍性を超越した歌唱力を凌駕した独自のワールドを持ち」 

「音楽も含め、その存在自体が芸術作品。」 

そう！ 

「腕前（テクニック）＝人気（集客）」 

ではないのです！ 

どのジャンルも同じです。 

彼より歌唱力のある歌手は山ほどいます。 

では何故彼が売れたのか。 

彼の魅力は何か？ 



＊誰にも真似できない強烈な個性ある。 

＊歌だけではなく、ビジュアル（衣装・舞台芸術）にもこだわりを持っている。 

＊変化を恐れるのではなく、どんどん新しいことに挑戦していった。 

腕前（テクニック）＝対価ではない。 

もっと総合的なことです。 

歌が上手いだけのロックミュージシャンならゴマンといます。 

テクニックがすごいだけのクラシック演奏家はならゴマンといます。 

昨今、巷ではコンクールが溢れかえっています。 
（昔は数少なくて付加価値があった） 

腕前だけ見せつけても意味はありません。 

コンクールを受けることは大変意義はあることです。 

しかし、現実社会、 
コンクールで受賞したからといって売れる演奏家にはなれません。 
（チャイコンなど超一流な世界レベルは別） 

逆を言うと、 

受賞歴なんてなくても、売れる音楽家になれます！！ 

どんなに素晴らしいテクニックを持ち合わせていても、 
この業界は、 



聴きたいと思ってくれる人がいないと成立しません！ 

（当たり前のことだけど、意外と気づいてない人もいる・・） 

「自分の音楽を聴いてもらいたい」のなら、 

多くの人に 

「自分という個性を楽しんでもらえる秘訣（方法）」を編み出しましょう。 

言いたいのはこれ。 

「キャラを確立させよう」 

「その他大勢の一人に埋もれてしまうのは辞めよう」 
（没個性、反対！） 

まずは、売れている音楽家、アーティストを参考に、 

試行錯誤し、自分の付加価値が何かを考えてみよう！！ 

《常識》や《固定観念》から新しいものは生まれません。 

特に、芸術は🎶  このことからも、 

冒頭で記したように、プロもアマも関係なし！！！！ 

そしてこれからの時代、 

間違いのない完璧なだけの演奏ならAIで充分！！



８、集客困難を憂うなかれ 

コンサートだけじゃない！そもそも、 

人を集めることはとても難しい！ 

それが大企業のイベントであっても、有名なアーティスト・プレイヤーであっても。 

こんなことがありました。 
これを読んで下さっている９０%以上の人が知る、 
ネームバリューの高いクラシック音楽プレイヤーの関係者から、 

「ぜんぜんチケットが売れなくてさ、タダでいいから演奏会来てくれない？」と 

お誘いを受けました。 

本当に有名なプレイヤーの方です（日本人）。 

正直、 

「あぁ、こんなに有名な人でも集客に苦戦しているんだなぁ。」と、 

驚きと安堵の入り混じった複雑な思いでした。 

もちろん、有名だから会場は数千人規模のホールです。 

有名だからこそ沢山、人が動くし、 

沢山、人が動く分、 

大きな収益を生む大ホールでないと、採算は合いません。 

（でもだからって、チケットが売れないと本末転倒なんですけどね・・・。） 



逆にこんなパターンもあります。 

神戸に「チキンジョージ」という超有名なライブハウスがあり、 
（キャパ数 スタンディングでおよそ500人） 
そこで、布袋寅泰がライブを開催していました。 

布袋？あの布袋？ 
そう、あのロックの布袋寅泰！ 

布袋ほどの知名度ある、人気のミュージシャンなら、 

大阪のオリックス劇場（キャパ2400席）二日間！！とかでいいんじゃないの？ 

わざわざ小さいライブハウスでやらなくても・・。 
と思いました。 

小さいライブハウスは、舞台と客席が近く、 
めっちゃくちゃ親近感湧きまくりで、 
ファンサービスの意味もあったと思いますが、 

利益追求の側面から見ると、 

確実に収益のアガる堅い選択なんだなぁ。と思いました。 

さて、 

運営をしていく上で最良な選択はどちらでしょう？？ 

私は、確実に完売するキャパ（まずは３０人で良いと思います）で、 

手堅く収益のアガる演奏会を開催した方が、賢いように思います。 
（目的にもよりますが） 



収益以外でも、こじんまりした演奏会は、 

それだけ、 

来てくださったファンの方との交流も密になり、 

より喜んで下さることでしょう。 

そして次につながります！！ 

（私がファンの立場なら、アーティストと直接交流出来ることは大変嬉しいことです。） 

大きな母体を持った、 
大きなプロジェクトと比較したって始まりません。 

末長く、表現音楽活動を生業とし、 

誰に指図されることない自由なセルフプロデュースで、 

ファンと共に音楽を分かち合い、 

一人でも多くの人を幸せに出来れば素晴らしいことではないですか！！ 

みんな集客に苦戦しています！ 

大企業のイベントも、 

有名なプレイヤーも、 

世界中で個展を開催している才能ある美術系アーティストでさえも！ 



９、よくそれで音楽家と名乗れますね 

「７、上手いだけの演奏に～」にも例として出した 
伝説の男、デヴィッド・ボウイの音楽を聴いたことのない音楽家は 
一定数いるかと思います。 

いえ、なにもデヴィッド・ボウイに執着しているわけではないのです。 
デヴィッド・ボウイの音楽を知らなくても何の問題もありません。 

ただ、 

自分の専門とするジャンルの音楽しか聴かないプレイヤーが多いのも事実です。 
（特に、クラシック音楽プレイヤーにはこういう方が多い！） 

（今回はクラシック音楽家を例にだして書きます。） 

「私の専門はクラシック音楽なので、クラシック音楽しか聴きません。」 

・・・・・😅😅😅  

そして私はこの言葉を聞いていつも思います。 

「あなたはそれでよく堂々と音楽家と名乗れますね。」 

辟易・・・・。 

自分の専門とする音楽に特化していることはプロとして当然のことです。 

しかし、音楽家が、自分の専門分野の音楽しか聴かないということは、 



和食の料理人が、日本料理しか食さない！ 

他の料理は認めない！ 

と言っているのも同じことです。（あり得ないですよね😥 💦 ） 

音楽を生業としている以上、他のジャンルの音楽も 

「学び」や「視察」の意味も込めて聴くべきではないですか。 

「クラシック音楽こそ崇高な音楽。」などと思っている方もいることでしょう。 

これははっきりいってこれも、 

ナンセンス。 

事実、 

機能和声を確立させた西洋で生まれた音楽は、 
後世にもその音楽を忠実に再現できるよう 
五線譜という最強のツールを世界に広めた功績はデカイ。 
和声だけではく、対位法など、学問的側面も多く含みます。 

また演奏では、音色にこだわり、 
その１音に魂を込め、 
何十年も鍛錬を重ねた上に成り立つ神業とも言えるテクニックを必要とし、 
アコースティックに（電子を使わない）人を魅了させる音楽は他にはない。 

でもだからと言って、 

クラシック音楽「だけ」が崇高な音楽と言えるのだろうか。 

これは驕りではないだろうか。 



もし仮に、 

メジャーシーンで活躍したいのなら、 
「クラシック音楽しか聞きません。演奏しません。」というのは、 
全く通用しません。 

例えば私の場合、 
元タカラジェンヌと共演する機会があったのですが、 
その場で求められたことは、 
宝塚歌劇で有名な（例えばベルばらなど）曲の演奏でした。 
歌劇やミュージカルの曲は、 
ほとんどが、 
軽快なリズム感の必要な 
ポップスやジャズスタイルの曲が多いのです。 
それを、クラシック音楽の延長線で演奏してもNG。 
時にはアドリブも必要とされます。 

他には、 
何やら偉い人が集まるパーティーの席で 
演奏する仕事の時は、 
「クラシック音楽を中心に演奏してもらって良いが、 
半分くらいは、みんな知っているようなナンバーを演奏して下さい。」 
という依頼が常でした。 
それがビリー・ジョエルの時もありましたし、 
演歌の時もありました。 

世の大半の人達は、 

「音大を卒業したプロのプレイヤーは何でも（あらゆるジャンル）演奏できる。」 

という認識だからこその発注です。 



私がプロデューサーで売り出したい人があるとき、 
クラシック音楽しか聞かないから演奏しない、出来ない人は、 

論外です。だって・・・ 

需要の幅が狭いですもの。 

また、現場で楽譜以上のことが演奏出来ないと、実用的ではありません。 

特に今の時代、クラシック音楽だけ演奏しても 
メジャーシーンでは活躍は出来ないと思いますよ。 

反対に、 
クラシック音楽外のジャンルのプレイヤーは、 
是非、クラシック音楽を沢山聴いて欲しいです！！ 

坂本龍一、 
久石譲、 
キース・ジャレット 
・・・・ 
活動の幅が広い音楽家はみな、 

クラシック音楽の基礎と素養を持っています。 

創作や活動の幅を広げたいなら、クラシック音楽もどうぞ！ 

自分の専門の音楽ジャンルに誇りを持つことはとても大切なことです。 

しかし、 

他のジャンルの音楽を「軽視」しているプレイヤーが多すぎやしませんか？ 

音楽家として、とても哀しいことです。 
見聞が狭すぎるんじゃないかい・・・？ 



１０、演奏 + 人柄 ＝あなたという音楽 

ここ１０年くらいで 
クラシック音楽コンサートで、 
トークを取り入れる人が増えたなぁ、と感じます。 

ファンからすると、とても嬉しい傾向だなぁ。 

トークもコンサートの醍醐味の一つです。 

ライブですもの！ライブならではの楽しみも提供しましょう。 

音楽だけならCDでいいのだ！ 
いえいえ、何もお笑い芸人のようなトーク力を求めていません。 
別に「オチ」もいりません。 

ただ、 

「演奏会では自分の声を発しましょう」 

話すタイミングとポイントは以下です。 
（クラシック以外で活動されている方も是非参考にしてみて下さい） 

１）１曲目が終わったあたりで、ご挨拶系のMCと（緊張しても硬くならず）、 
メンバー紹介、他愛もないプライベートや最近の近況 
（ここいらで、つかみOK） 

２）１曲ずつではなくて良いので 
（むしろ１曲ずつだとお客さんの集中力を欠く場合があるので注意） 
曲解説、曲のエピソードトーク。 



３）（難易度高め）曲に絡めた話を展開させる。 
曲の解説ではなく、例えば、「エリーゼのために」の自分の思い出と、 
ベートーベンのエピソードをミックスさせて話す。など、 
《西洋音楽史》と《自分史》をミックス・フル活用させたトーク。 
これはお客さんの印象に残りやすい！！ 

４）最後に。アンコールの前など。 

番外）お客さんいじり。要するにコール アンド レスポンスですね。 
（お客さんをトークに取り込んで一緒に楽しむ） 

ただ曲解説を淡々と話しても退屈なので、 

自分節を取り入れトークしてみて下さい。 

演奏者の人となりが見える（聞ける）と、 
お客さんは嬉しいものです。 

人柄はお話からしか理解してもらえません。 

（それがどんな規模であっても）舞台に立つものとして、 

舞台人として！ 

「演奏＋お人柄＝あなたという音楽」 

という 

究極にクリエイティブな「音楽」を作りましょう！！ 



１１、選曲を見直しませんか？ 
ここまでくると、お客さんの温度も上がり、 
グイグイあなたの魅力に惹きつけられることになっているでしょう。 

しかし、私たちは音楽家！ 

音楽で 
もっと、もーーっとお客さんを魅了したいものですね！ 

（今回もクラシック音楽を例に出して書いてみます） 

たまにクラシック音楽会のコンサートチラシを見て、 

「・・？えっと💦このプログラムの曲、全部知らないのですが・・」 
ということがあります。。。 

（一応、わたくしもクラシック音楽家ですけどね。。） 

いや、いいんですよ、それで。 
その演目で。 

その演目を 
心待ちにしているお客さんに照準を合わせたプログラムなら。 

そういう演奏会はきっと、 
「超クラシック音楽愛好家」か「玄人」をターゲットにされているのでしょう。 

または、「あなたのことが好きで好きで」、 
「あなたのやることなすこと全て」、 
受け入れてくれるファンの方達が 
喜んで下さるなら大アリです。 



しかし、 

「ターゲット」を定めていない演奏会で、 

クラシック音楽のマイノリティーな演目の数々は・・ 

ありえない・・・・。 

だいたい何でもそうですが、 

万人に受け入れてもらえることは不可能です。 
（受け入れてもらわなくて結構！） 

だから、 
ターゲットを絞ってみましょう。 

退屈な時間を過ごさせない為にも！ 
クラシック音楽は難しい・・・なんて誤解を生まない為にも！ 

まず、 

１）自分の演奏会に来て下さるお客様はどういう人たちなのか？ 

または、 

２）どういうお客様に聴いて欲しいのか？ 

そして、 

３）自分の目指すコンサートはどういうものなのか？ 



この３点を明確にして下さい。 

明確になると、 
選曲も自ずと浮かんで来ます。 

何度も何度も言いますが、 

一番大切なことは、 

「来て下さるお客さんに、楽しく幸せなひと時を提供出来ること。」 

これは舞台人の使命です！！ 

 



１２、ウケそうなものを選ぶより、ウケるように料理しよう！ 

それが、どんなに一流の味でも、 
辛い食べ物苦手！な人に、 
激辛フルコースを出しても喜ばれません。 
むしろ、そのお店に二度と来てもらえないでしょう。 

音楽を売るコンサートも同じです。 

では実際にどのような選曲をすれば良いのか？ 

多くの音楽家がそうだと思いますが、 
セルフプロデュースの演奏会で、しょーもない曲は演奏したくない！ 

この想いが強すぎて、 
選曲ミスをされている人が多いように思います。 

そして、良く有りがちなのは、 

「とりあえずウケそうな曲を選んでしまう」こと。 

ウケそうな曲とは、 

ポピュラーな曲、そして定番曲のことです。 
（もしくは流行りの曲） 

結局、 
ウケる曲を演目に入れても、 
もうすでに、みんな同じような考えで、 
沢山の人が同じように演奏されているので、 
代わり映えしません。 

オリジナリティーがないとつまらない！！ 



そして、長年コンサート活動を行なっていると困ること、 

それは、 
たとえ、数十、数百の持ち曲（得意曲）があっても 

持ち曲に代わり映えがしなくなる・・！！😱  
（楽曲の振り幅には限界があります） 

ではどうすれば良いのか？ 

「ウケそうなものを選ぶより、ウケるように料理する」 

定番の曲を原曲のまま演奏しても、他と代わり映えしないので、 

ズバリ具体的に言うと、 

「編曲」をすることです！！ 

全てのプログラム曲を編曲しろというのではありません。 

「一部と二部でプログラム内容をガラリと変える」のです。 

一部では《ガッツリ難曲を演奏》して、あなたの腕前を存分に披露します。 
＊もちろん、選曲には注意です。 

その上で、 



二部は《テーマに沿った軽めの曲》で埋める。 
もしくはメンバーを増やして、編成を大きくする。 

それは、 
・映画音楽ナンバーなど。（この場合、著作権申請な場合があります） 
・前回書いたように、定番曲を自分なりに編曲する。 
・ジャズやラテンなど、ジャンルを逸脱させる（メンバー増員） 
・季節の曲 
・オリジナル曲（これは作曲力を必要としますが） 

「静」と「動」のように、 
一部と二部の変化があればあるほど、 
メリハリがついて、 
楽しんで頂けます。 

その二部のプログラム曲を編曲するのです！！ 



例えばこんな感じです。 

・ピアノソロの曲に、フルートパート（副旋律）を増やす（編曲） 

・『トランペット吹きの休日』をヴァイオリン３本でやってみる（編成変えと意外性）

・原曲が長調なのをあえて短調にして（一部でも）みる（転調編曲） 

この程度の編曲や編成変えなら、お手軽に出来るはずです。 

お手軽ですが、 

お客さんには、 

「斬新だな✨」という好印象を持ってもらえます。 

作曲は難しくても、 

編成変えなどの編曲ならある程度は出来るはず！ 

つまらない曲は演奏しなくていい！！ 

と言うより、 

つならない曲があなたの料理（知恵と実力）次第で、 

面白い曲になります！！ 



１３、もし今、ベートーベンが生きていたら！？ 

私はそれまで、作曲や編曲は 
全てアコースティック楽器対象で作っていたのですが、 

なんとなく・・・物足りなさを感じるようになってきました・・・。 

「もっと様々な楽器を使い、面白い曲を編曲（作曲）したい！！」 

「もっとクリエイティブしたいのだ～～～！！( ́ ▽ ` )」 

その不満をクリア出来るツール、 

それは、 

DAW（音楽制作のための統合ソフト）！！ 

でもDTM（デスクトップミュージック）に 
手を出すのはちょっとなぁ。。。 

クラシック音楽の作曲家としてなんか違うような・・・。 

と、DTMを少し嫌悪していました。 

躊躇していた。 

でも、よく考えてみろよ。 



「もし今、ベートーベンが生きていたら、 

彼は文明の利器を嬉々として使うのではないか？ 

だってメトロノームを最初に使った人は、 

ベートーベンだぞーー！ 

新しもん、便利なもん好きちゃうかー！？」 

固定観念は排除！！ 

意思決定したら速い！ 

善は急げ！！！ 

即行、 
DTMの基本操作を習いに行きました。 
（３ヶ月だけ） 

結論としては、 
あの時、 

一念発起して習いに行って本当に良かった。 

もちろん、生演奏に勝るものはありません！ 

でも曲制作のレコーディングに 



５人も６人も・・人件費をかけられない。 
哀しいかな、それが現状です。。。 
クラシックの音楽家は、 
「伝統を守ることを良しとし」、 
（ま、やってるジャンルが古典ですからね） 
なんとな～く現代のものに手を出さない傾向にあるんじゃないかなぁ。 

プレイヤーとして、 
セルフプロデュースで黒字を出し、 

Happyを届けることが一番の目的ではありますが、 

プレイヤー以前に音楽家として、 

末長くクリエイティブな活動を続けていけることが理想です！ 

使えるものはどんどん学んで 

「自分の武器」を増やすこと。 

これがお客さんにも飽きられず、 

最終的に自由で、 
意義のあるセルフプロデュースコンサートに、 

そして、 

音楽表現の幅を広げることにもつながります！！ 

DAWはMacユーザーなら「GarageBand」という 
元から内蔵されているものが手軽に、そして便利に使えます。 
また、最近はスマートフォンでも気軽に使えるDAWアプリがありますよ。 



１４、音楽の様々なアプローチ法とオリジナリティー 

これからは、 

「オリジナリティー」が非常に重要視される時代です！ 

最近は、 

「好きなことをしてお金を稼ごう！」 

と、高らかに叫ばれています。 

しかし、そう簡単なことではありません。 

人と同じことをやっていても 
つまらない。 

人と同じことをやっていても、 
広がりはない。 

人と同じことをやっていても、 
人の心は響かない。 

すぐに見つからないと思います。 
時間がかかることだと思います。 

楽しいことばかりではありません。 
苦痛もあるはずです。 

しかし、 
足踏み状態（現状維持）は 
人生のいくつものチャンスを 
逃していると思うのです！ 



人それぞれ、 
「機が熟す」時は違います。 

若けりゃいいってもんじゃない。 

年齢は全く関係なし！！ 

諦める必要なし！！ 

情熱と強い精神力があれば道は必ず開ける！！ 

熱く語ってしまいましたが・・💦  

さて、 

具体的に、オリジナリティー例を一つ紹介！ 
（まぁ私の行なっていることなんですが(^-^;） 



私は、作曲や編曲以外に、【映像と音楽】という分野で作品を制作しています。 

音楽家である以上、音楽制作は理解できるが・・・ 

何故わざわざ音楽に映像を付けるのかと言うと、 

「音楽にも様々なアプローチ方法がある」 

ということを知って貰いたいからです！ 
　 
現段階で、私の作る音楽には歌詞はありません。 

インストルメント音楽のみを作曲、編曲しています。 
 
歌詞があれば感情が伝わりやすい。 

もちろん私だけに限らず、インストルメント曲を書く全ての作曲家は音で景色や、 

喜怒哀楽を表現していますが、感情に直結する歌詞を持つ音楽には敵わない。 

しかし言葉がなくとも視覚情報を音楽に乗せることにより、 

たちまち頭の中で情景が広がる。 

言うなれば、 

「作曲家が頭に描いている映像をリアルに表現した世界」です。 

このように、コンサートで、 

演奏以外の 
クリエイティブは作品を「発表」「演出」すると、 



お客さんに興味を持ってもらえ、そして、非常に喜んで頂けます！ 

何故なら、 

他にない、付加価値の高いコンサートになるからです！！ 

それを見つけていきましょう！ 

今からでも遅くありません！ 

あなたにしかできない、 

クリエイティブで 

オリジナリティー溢れる武器を手に、 

コンサートを成功させましょう！！！ 

＊今、私が考えている「音楽＋α」イベントが以下です。 

「音楽と朗読」「脳科学と音楽」「音楽と嗅覚（アロマテラピー）」 

「音楽とサウンドマーケティング」「運気の上がるコンサート」 

「公開リハーサル劇場」・・・。 

切り口は無限にあります。 
自分の「音楽以外のものを音楽とミックス」させる、というカテゴリーは、 

ダブルワーク者（本業がある人）がとても強いです！！ 



１５、もしチケットが完売しなくても 

　　　コンサートの副産物（知的財産）でカバーできる！！

演奏を生業とするのは、正直なところ・・ 

コストパフォーマンスが悪い・・。 
（ジャンルや、やり方の問題もありますが） 

コストパフォーマンスとは、 

「投資した金額（時間）に対する効果」のことを言います。 

例えば、 

本番当日のギャランティーと、 
そのための練習時間を 
時給換算したら一体いくらになるか！？ 

（ご存知だと思いますが、どのジャンルのプレイヤーでも本番当日に演奏して、 
はい、さよなら～。というわけにはいかないのです。相当な練習時間を要します。） 

わかりやすいように、ここからは具体的に数字で現していきます。 
（あくまで、例えですので悪しからず） 

本番のギャラが5万円の場合。 
（しかもガッツリ練習が必要な場合） 

ものすご～～～～く軽く見積もって本番までに、 



1日4時間練習×20日＝80時間 

を、要するとします。 

50000円÷80時間＝625円 

時給600円くらいの仕事になります。 
本番当日は・・😱ないやん、ギャラ。 

もし、時給1000円でギャラを頂こうと思ったら、 

80時間×1000円＝80000円 

になりますね。 

８万円の本番なんて、年にそう何本もないぞ！！ 
（あっても1本。ほぼ、ないに等しい。） 

そもそも 
芸術を時給換算するなんてあり得ないし、 

芸術ってそういうものじゃない！！ 

それに、 

プライスレスな素晴らしいことは沢山あります✨✨ 
（これホント！！） 

しかし、 
しかーし！ 

音大や専門学校ってさ・・・ 
学費が高いし、入学するまでにも、 



（人によるが）相当お金をかけてきてるはず。 

楽器や機材も高額です。 

その上、 

練習してると、 
他のことに手が回らない・・・😱  

4時間しか練習してないなら、まだ時間に余裕があるんじゃ・・？ 
と思われるでしょうが、 
実際はもっとやってるだろうし、 
精神的にも他のことに手を出す気がしなくなる・・・。 

そりゃコスパ低いよ～とたまには言いたくなります・・・😂  

もちろん、レッスンの仕事は出来ます。 

「でも本当はもっと練習したい！」 

「次に向けての様々な挑戦（制作など）に時間を費やしたい！」 

それに何より、 

「教えるだけでなく、演奏家（表現者）としてもっと活動していきたい！」

と、内心は願っているプレイヤーの方は多いかと思います。 

では、どうすれば 

【もっと音楽に、演奏に向き合う時間を増やすことはできるのか！？】 



それは、 

《知的財産を作る》ことです。 

私の場合の知的財産とは、 

「楽譜出版」のことです。 

オリジナル曲の楽譜ではありません。 
クラシック音楽を編曲したものを出版しています。 

クラシックな曲は 
（この場合のクラシック曲とは長年愛されている楽曲のこと全てです）の場合、 
今だけの流行曲とは違い、 

「いい編曲の楽譜は一生売れ続ける」 

というメリットがあります。 

知的財産なので、「寝てても対価が得られる」というやつです。 

出版の形態は、 

製本した楽譜と、 
ダウンロード楽譜の２種類。 

ダウンロード楽譜販売は、 
印刷代などの経費がゼロで始められますよ。 

これはもちろん 

「クラシック音楽家以外でも可能」です！！ 



そして「アマチュアの音楽家でも可能」なんです！！ 

ここまで読むと、「ウマイ話」ですが、 

もちろん、そう簡単ではありません。 

まず、売り物にできるくらいの「編曲力」が必要ですし、 
ということは 

簡単でも「作曲の知識」ができないと苦戦します。 

それに、 
有名な人気曲だから売れるわけではありません。 

曲選び、 

楽器編成、 

値段設定、 

などなど、 

売れる商品にするための、 
「マーケティング力」 
「オリジナリティー」も必要です。 

「マーケティング力」とは具体的に言うと、 

《買って下さる方がどんな音楽を必要としているかを見極め、 

その商品を手にして笑顔になって下さること》です。 



結局、音楽活動を成功させることと同じなのです！ 

色々とクリアしないといけない課題はありますが、 

知的財産で細くても長～く対価を得るという、 

クリエイティブな活動も 

なかなか魅力的ではないでしょうか？ 

＊誤解のないよう言っておきますが、日頃からソロバンを弾いて 
「時給いくらか～」なんてことは私も含めプレイヤーはしていませんのでね。 

さて、 
ここからは具体的に、効率の良いやり方を記していきます。 

先に書いた通り、 
どんなジャンルの音楽でも、 
コンサート（ライブ）のチケットを完売させるのは 
大変なものです。 

日が悪い、 

場所が悪い、 

プログラムが魅力的じゃない、 

etc・・・・ 
原因は様々だと思いますが、 



コンサートの収益が思うように出なくても、 

その副産物で、収益を補いましょう。 

そう、副産物とは 

ズバリ、 

楽譜出版です！！ 

私が音大生だった２０年ほど前は、 
当然のことながらスマートフォンなんぞという 
便利なツールはなかったし、 
PCを個人が持てる時代ではなかった。。 
（当時ノートパソコンが２０万以上もした😱高っ！） 

インターネットが普及してなかったこともあり、 
情報薄で、楽譜を購入するのも一苦労でした。 

だって、 
どんな楽譜を世の中に出版されているかわからないし、 
何より、 

欲しい楽譜の参考音源が聞けない。。。 

楽譜が欲しけりゃ、 
楽器屋さんに出向いて、 
実際に楽譜を譜読するしかなかった・・・。 
もしくは、 
収録されているCDを購入して聞くか。 

今、思い返すと、 



恐ろしく不便でしたね・・・。 

しかし、時代が進み、利便性が高くなり 

今は、YouTubeなどで、 

販売されている楽譜の参考音源が無料で気軽に聞けます。 

これ、助かりますよねー。 
楽譜を買う失敗がなくなった。 
（昔は失敗もしたなぁ・・💦 ） 

これを意味するところ、 

つまり言い方を変えると、 

「今時は参考音源がないと楽譜は売れにくい」 

ということです。 

しかしプレイヤーの皆々様！ 

朗報でございますよ！ 

チケット完売がどうたらこうたら～ではなく、 
（もちろん、目標は収益黒字です！） 

最初から、 

「楽譜出版する曲を最初からプログラムに入れ込む」 

ことにすると、 

こんなメリットがあります！ 



（当日はビデオ（スマホ）撮影することを前提） 
（音源はYouTubeやニコニコ動画等で公開） 

１）参考音源のためのレコーディングという二度手間がなくなる。 

２）売れるための楽譜（音楽）を作るわけだから、 
当然、コンサートで披露しても盛り上がる（楽しんで貰える）。 

３）コンサートの収益が思うようにあがらなくても、 
　　長く知的財産でカバーできる。 
　　 

このループを自分なりに上手く作れるようになると、 

「盛り上がるコンサート作り」にもつながります。 

＊なんとなくプログラムを決めていた。 

＊自分本位でプログラムを決めていた。 

ということがなくなってくるからです！！！！ 

だって、楽譜制作に置き換えてみて下さいよ。 
（楽譜制作しないとしても置き換えて考えて下さい） 



そんな理由で出版したって誰も買わないでしょ。 

「売れる楽譜＝人の笑顔や充実感」 

「人の笑顔や満足感＝また来たいと思えるコンサート」 

同じですよね！！ 

コンサートも楽譜出版も同じことです！ 

楽譜は市場に出回ります。 

コンサートだって同じ。 

コンサートに置き換えるとすごく不透明になりますが、 

コンサートを開催することは 

自分（という商品）が市場に出回っていくことです。 

「一粒で二度美味しい」 
 
コンサートで、２つ分の仕事ができると効率が上がります。 

ってかさ、効率あげていこ、あげていこ！ 



１６、実用的な編曲法（『森のくまさん』を例題にして） 

さて、ここからは実際の楽譜を見て、 

実用的な編曲法を記していきたいと思います。 

あえて「実用的」と付けていますが、なぜかと言うと、 

最終目標は「楽譜出版」だからです。 

記譜できないと商品になりません。 

売れる楽譜の定義は、 

聴く人を楽しませること＋演奏者も楽しいこと！！ 

この「演奏者も演奏していて楽しい」ことはとても大切です。 

＊今、記譜出来なくても、学ぶことで音を楽譜におとせるようになります。 
またDAWを使うと、楽譜が読めなくても打ち込みで楽譜になります。 

また、実用的な編曲は、レッスン（講師業）にも活かせます。 

大手出版社の楽譜は、簡単すぎたり、難しすぎたり、自分の教える生徒のレベルや要望に、 

ピンポイントで答えることのできる楽譜は案外少ないものです。 

それなら、自分で作りましょう！ 

では実例です。 

今回、誰でも知っていて、簡単で、楽しい曲を選んでみました。 





 



【曲解説】 

① 1stに対してのハモリ。ハモリの基本はメロディーの三度下ですが、 
場合によって変わります（四度や六度も頻繁に使われる）。 

②ピアノの左手（バス）が同じ動きだと飽きるので、バスの音の動きを上行、下行させ
ることで、音楽に動きが生まれる。 

③最初のメロディーを変奏させる。しかしあくまで、メロディー音は使用する。この場
合はリズムを変化させた変奏です。 

④1stと反対の動きを2ndに演奏させ、曲（音）の幅に広がりを持たせる。 
（これを対位法といいます） 

⑤オブリガートで前半と違う印象付けをする。③ではメロディー音は同じでしたが、
ここではメロディー、リズム共に変える（変奏させる）。 

⑥楽器の特性を活かす。 
ここでは「フルート」を例題にしているので、フルートの細かく動ける特性を生かして 
１６分音符で躍動感を出しています。 

⑦トリルでテクニックを披露。⑥に通じることですが、ここでも楽器の得意とするこ
とをあえて書き、聴き手には華やかさを、プレイヤーには練習のやり甲斐を考えていま
す。 

⑧凖固有和音を用いて、今までとは違う「音の響き」を演出。普通なら「F」を用いま
すが、「Fm」にしています。凖固有和音は曲の終盤に用いると効果的！ 

⑨あえてピアノを休符にすることで、デュオの音色を引き立たせる。 
曲というものは、いつも音が鳴っている状態が良いわけではなく、「休符」をうまく
使うと、曲が引き締まります。 

⑩無難に終わらさずに、リズムに変化を持たす。 
終わりを遊ばすと、曲の表現したいことが明確になります。この場合は「愉快」「軽
快」などをリズムで表現しています。 



🎶聴くだけだと、 

とても簡単に編曲されていると思いますが、 

実は、たった２ページ、時間でいうと１分強ほどの曲にも、 

色んな細工がなされています。 

反対の言い方をすると、 

様々な細工で、 

「単純な曲が聴き手にもプレイヤーにも満足される曲になります」 

楽譜出版を視野にいれるなら、 

１）どのレベルの人に照準を合わせるか？（超ビギナー、初級、中級、上級） 

によって編曲する内容が変わってきます。 

また、 

２）用途によっても変わります。 

（レッスン教材、コンサートで演奏、個人で楽しむ） 

＊ちなみに作曲（編曲）は自分で、自分の曲をアナリーゼ（曲解説）出来ないと、 
本当の意味で、作曲家とは言えません。 



番外：実際に確かめてみて下さい。二桁万の黒字です！ 

これまで様々な、 

「音楽活動を発展、成功させる方法」を書いて来ました。 

ここからは私が実際に出した結果を書いていきたいと思います。 

今まで言ってきたことは「机上の空論」ではありません。 

例えば、 



【利益追及】 
今回は１００人満員御礼！ 

チケットが完売致しまして、 
諸経費、メンバー、スタッフへの謝礼、等全て引いても黒字でした。 

（ちなみにチケットは98%、私一人で売りました。メンバーに手伝ってもらったわけではありません。） 

2桁万円の黒字です。 

会社規模の十数万円と考えると、大変少額ですが、 

一つの小さなコンサートに１０万円以上の利益が出たこと、 

これは、決して小さなお金ではないと思います。 

スポンサーもいません。 
協賛もいません。 
招待券も出していません。 

純粋に、 
ファンの方に支えられた大切な大切な対価です。 

もちろん、 
これからはメンバーにも、もっともっと沢山の謝礼を払いたい。 
これは一つの目標で、 
私の原動力にもなっています。 

「経費削減で利益を出したんだろう？」と思われることでしょう。 

この答えは、「はい」であり「いいえ」です。 



私が思う無駄なことは徹底的に排除し、 

代わりとなるものに変えました（例えばフライヤー、プログラム等）。 

しかしだからと言って、会場に来てくださったお客さまに 

決して不自由は思いはさせていません！！ 

そして今回【映像と音楽】という「視覚から見る音楽」を制作し、 

上映しました。 

何事も、継続させることが大切。 
そして継続させることはとても難しい・・。 

では 
何故、毎年恒例のコンサートチケットが売れるのか？ 

この問いに対する答えは簡単です。 

それは、 

《私たちのコンサートは信用されているからです。》 

「上松のコンサートに行くと、いつも何か面白いことを聴かせてくれる。」 

という『信用』と裏切らない『期待』です。 

だからとても有り難いことに 
リピーターが多いのです。 

そしてそのリピーターが新しいお客様を連れてきて下さいます。 



当然の如く、 
私たちのスタイルが嫌いな方もいらっしゃると思います。 
でもそれはそれで仕方がないですし、 
そもそも万人にウケることは不可能です。 

それに、 
永遠なんてありません。 

いつか私たちのコンサートのチケットが売れなくなる日がくるでしょう。 

現状維持のままでは。 

だから、 
日々、 

「どうやったらお客さんに喜んで頂けるのか？」 

常に考え、 
失敗したっていい、 
失敗から学べばいい、 
新しいことにどんどん挑戦し 
努力しています。 

案外、このことを忘れているプレイヤーが多いのかもしれませんね。 

利益追及と言っていますが、 
仕事である以上、当然のことでありますし、 

でも基本はやはり、 

「音楽を楽しんで貰いたい、喜んで頂きたい！」 
その一心です。 



そして、その対価が返ってくることが理想です。 

もっとわかりやすく理解してもらえるように 

【トーク＆ライブ】YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=K4n0VtPIocQ 

を配信しています。 

動画を見ると 

「そもそも、これクラシック音楽のコンサートじゃないじゃん！」 

と思われる思います。 

しかし実際は、 
前半はガッツリ、クラシック音楽のプログラムです。 
曲解説もしています（MCで）。 

後半の曲は、 
私のオリジナル曲を除き、クラシック音楽ですね。 

それをわかり易く、軽快にアレンジしています。←これ大切！ 

「アメリカンパトロール」については、 
最後に正露丸的エピソードも書いてますし（三枚目的要素爆発！）、 
（聞けば分かると思います） 

「タイプライター」も、 
パーカッションが素敵にアレンジしてくれています。 

私のオリジナル曲「Mary Bonbon」は、 
ポップスですが、 

https://www.youtube.com/watch?v=K4n0VtPIocQ


「クラシック音楽会にポップスかよ。。」 
という不満はありません。 

反対に、 
「クラシック音楽はいいから、早くノリのいい曲聞かせろ。」 
という声もないです。 

全てはバランス。 

もちろん、私一人の功績、力ではありません！！ 
いつもどんな時も、 
メンバーやスタッフに支えられています。 

よく、 

「メンバーが和気藹々として楽しそうで、こちらまで楽しい気分になります。」 

と言って下さる方がいます。 

仲間を尊重し、大切にすること。 
これもコンサートを成功させる秘訣です。 

ここまで書いたことは 
全て、クラシック音楽家に限らずのことです。 

ジャンルの垣根を越えて。 

ただ悲観して、 

傍観するのではなく、 

オリジナリティー溢れるコンサートを成功させて、 



「クラシック音楽家はセレブの趣味」 

「アマチュアはコンサートで収益なんて出せない」 

「コンサート、ライブは赤字かとんとんが普通」なんていう 

考えを払拭させましょう！！！古い固定観念は排除！！ 

だってみんな素晴らしいプレイヤーなのに、 

悔しいもんね。 

末長く、 
クリエイティブに音楽活動を発展させていきましょう！！！

 



最後まで読んで頂き、誠にありがとうございます！！ 

ここに書いたことは、私自身が、試行錯誤し、 

１５年間音楽家として実際に「経験」してきたことです。 

誰かからの「受け売り」でも「机上の空論」でもありません。 

そしてこれらの活動は、 

「情熱」さえあれば、誰にでも可能です！！ 

結果は必ず出ます！！ 

あなたの音楽活動のご参考になれば幸いです。 

他にも、知恵や方法はまだまだ沢山ありますが、 

それはまた別の機会に🎵（メルマガ配信中です） 

作曲家・フルート奏者 
コンサートアートプロデューサー 上松明代 


