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過去４０年間産業構造を変え「情報化社会」を築き上げてきた「インターネット」は「音
楽芸術」の世界にも波及して変革をおこしつつある。
「人の移動」を促す大前提であり背景
になるこれらの変革についてインターネットとその親和性が比較的薄いと思われる「クラ
シック音楽やそれに准ずる音楽分野」での接点を中心に何がおこっているのかビジネス現
象の観点から事例を調査研究した。
そしてインターネットが及ぼしている変革のビジネス現象を「光と影」としてまとめた。
「イノベーションや既存のビジネスの一部置換または補完」によるビジネス機会創出の
「光」の部分と「既存のビジネスが破壊される」
「陰」の部分である。新しいテクノロジー
の導入には伝統的な著作権との問題や既存業者と新規ビジネスとの対立もみられ後者での
現象は１９８０年代から製造業の「ものつくり」にみられた「デジタル化」
「技術革新」
「グ
ローバリゼーション」が「フラット化」
「標準化」
「低コスト化」を起こし日本に「空洞化」
をおこしたが同じ現象が音楽産業でもおこっている。そして芸術作品制作の従来のやり方
を崩壊させており本質的な作品の作り方を困難にさせつつあると懸念されている。

Internet has been transforming our business world for last 40 years since
its inception. It has now started influencing the world of music business.
This paper studied those influences as Positive phenomena and Negative
phenomena. The former creates new business opportunities by innovation
and/or internet serviceability replacing existing service of business entity.
The latter phenomena- which affects the creative process music pieces has
changed. As analogy to the 1980’s manufacturing industry, the music
creation work has been shipped to off-shore in Asia countries as the
results of globalization , standardization and low cost labor.
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