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論文要旨 

 

日本のオーケストラに関する公的支援制度の研究 

 

 本研究は、日本のプロフェッショナル・オーケストラが、国や自治体による公的支援に依

存することなく活動を継続していくことの可能性を展望しつつ、日本のオーケストラの組

織的な特徴、およびそれらが置かれている環境や活動の実態を踏まえて公的支援のあり方

を検討し、バウチャー制度や還付金制度といった鑑賞者を直接支援する方法も活用した公

的支援のあり方が望ましいことを明らかにしたものである。 

 第１章で研究の背景と目的を示した後に、第 2 章では、日本のオーケストラが非営利団

体であることの必要性について検討した。日本の多くのオーケストラは公的支援を得やす

くするために非営利団体であること、さらには公益法人格を有していることが望ましいと

考えている一方で、国や自治体の制度の中にはその根拠は示されていない。また、オーケス

トラの多くが「非営利」、「プロフェッショナル」という言葉の誤解によって不利益を被るこ

とがある中で活動を続けている。その一方で、同じクラシック音楽分野であっても営利を目

的として活動する団体も多く存在することから、オーケストラが非営利団体であることは

必ずしも必要ではないことを示した。 

日本のオーケストラが公的支援を必要とする理由のひとつとして、オーケストラは、恒常

的に赤字であるという点を挙げている。実際にオーケストラが公表する年間を通じた収支

報告を確認すると、公的支援がなければ赤字に陥ることを示している団体が多く見られる。

しかし、本研究では、オーケストラの公演には自主公演と依頼公演があることに着目し、第

3 章ではそれぞれの公演の性質と収支構造の違いを踏まえて、自主公演が赤字となる傾向が

強い一方で、依頼公演では原則として利益が得られることを明らかにした。 

このように利益を上げる方法があるにもかかわらず、日本のオーケストラが赤字に陥っ

ているのは、ボウモル&ボウエンが『舞台芸術』において、ウィリアム・シューマンの言葉

を引用して指摘したように、舞台芸術のひとつであるオーケストラが自ら「わかっているの

にあえて儲け損なうビジネス」を選択しているからであると考えざるを得ない。そこで、第

4 章では、なぜ日本のオーケストラが「儲け損なうビジネス」を選択するのかを明らかにす

るために、先行研究では検討される機会が少なかった、オーケストラの演奏部門にも視野を

広げて、オーケストラの組織全体を概観し、演奏家が経営に対して強い影響力を持つことが

その理由のひとつとして考えられることを示した。 

第 5 章では、オーケストラとの関係が深い外部組織に焦点をあてた。オーケストラが恒

常的に赤字となる要因は、必ずしもオーケストラ内部だけにあるわけではない。外部の組織

である楽譜出版社に対するレンタル楽譜の使用料や、公演を行う上で不可欠な指揮者やソ

リストの出演料を音楽事務所に支払うことも、オーケストラにとって経済的負担になって

いる。しかし、見方を変えれば、オーケストラと同じクラシック音楽事業において、これら

の企業は一定の利益を上げることができることを示している。これらの企業による事業を

参考に、オーケストラの経済的自立に向けた方法を考察した。 
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オーケストラと関係のある外部組織からの影響は、企業に対する支払いといった費用負

担に限らず、公共部門の制度に起因するものもある。公立の文化施設に指定管理者制度が導

入されたことによる影響は、オーケストラの経営にも及んでいる。指定管理者制度導入に伴

い、自治体から文化施設に割り当てられる事業予算は、制度導入以前と比べて削減され、事

業の評価指標の中に採算性を取り入れた事例が多くみられる。そのことによって、指定管理

者制度導入以前にはオーケストラに依頼されていた公演が、オーケストラに費用負担を求

める共催公演へと変化している。第 6 章では、2 組の自治体外郭団体による指定管理者とオ

ーケストラによる事例から、指定管理者制度がオーケストラの経営に及ぼしている影響と

問題点について検討する。 

以上のような日本のオーケストラの現状を踏まえ、第 7 章では、オーケストラに対する

公的支援がどのような形態で行われることが望ましいかを検討した。既に日本オーケスト

ラ連盟正会員団体が主な対象となっている国や自治体による支援制度は、音楽を鑑賞する、

あるいは今後鑑賞したいと考える人々を支援するという目的のもと、オーケストラに助成

金を交付する形で行われてきたが、様々な制度上の課題や運用上の課題が指摘されてきた。

そこで、本研究においては、日本オーケストラ連盟準会員 1 団体と同連盟に非加盟の 2 団

体に対して支援を実施している静岡県の制度を事例に、どのような公的支援のあり方がオ

ーケストラにとっても鑑賞者や今後鑑賞者になり得る人々にとって望ましいのかについて

考察した。 

 第 8 章では、オーケストラに助成金を交付する形で行われてきた公的支援制度における

課題を抜本的に克服するための手段として、これまでにあまり顧みられることのなかった、

芸術を鑑賞する人々を直接支援することができるバウチャーや還付金といった鑑賞者支援

制度に着目し、海外における様々な事例を検討することで、その有効性について考察した。 

以上の考察を通じて、日本のプロフェッショナル・オーケストラが、国や自治体による公

的支援に依存することなく活動を継続していくためには、鑑賞者支援制度を活用すること

によって、オーケストラの意識改革や経営のあり方の改善を促すことが望ましいことを明

らかにした。 
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第 1 章 本研究の背景と目的 

1.1 はじめに 

日本に西洋音楽が本格的に取り入れられたのは 1879 年1、オーケストラが初めて設立さ

れたのは 1898 年である2。世界で初めてヨーロッパに市民階級によるオーケストラが設立

された 1743 年3から数えて 155 年後のことである。日本に西洋音楽が本格的に取り入れら

れた明治時代初期は、西洋音楽史から見れば、ブラームスが 4 つの交響曲を相次いで作曲

し、ドビュッシーが『牧神の午後への前奏曲』を発表した、「ロマン派」から「近代」へと

進んだ時期にあたる。日本では、これまでの 100 年以上もの間、主に演奏技術の点で、欧米

のクラシック音楽に追い付くことを目指し続けてきた。その結果、日本人の演奏家やオーケ

ストラの演奏は、欧米の演奏家や音楽愛好家、評論家からも高い信頼と評価を得ている。 

今日では、日本において長い歴史を持つオーケストラであっても、組織されたばかりの若

い団体であっても、また大都市圏であっても、地方の小規模な運営組織による団体であって

も、あるいは欧米のオーケストラと聴き比べても、何の情報もなく、演奏される音を聴いた

だけでどの団体であるかを判別することは、様々な演奏を耳にしている音楽評論家であっ

ても容易ではないであろう。それでもなお、日本において長い歴史を持つオーケストラは、

欧米のオーケストラに追い付こうとし、また若い団体は長い歴史を持つオーケストラに追

い付こうとしている。 

そこで疑問として浮かぶのは、日本のオーケストラは何を目指して活動しているのか、と

いうことである。彼らが目指しているものは、NHK 交響楽団のようなオーケストラになる

ことなのであろうか、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団やウィーン・フィルハーモニー

管弦楽団のようになることであろうか。NHK交響楽団に在籍するような演奏家が集まる団

体になることが目的なのか、あるいは同楽団が日本放送協会（NHK）から受けているよう

な助成を得ることが目的なのであろうか。また、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団やウ

ィーン・フィルハーモニー管弦楽団のように、世界的な名声を得られ、稼ぐことのできる団

体になることが目的なのであろうか。それとも、演奏の質は高いものを目指しつつも、活動

拠点とする地域の人々に親しまれ、各地から鑑賞者がその地域にやってくるような個性あ

る団体になることであろうか。 

いかなる目的であったとしても、日本のプロフェッショナル・オーケストラは、それぞれ

の目的を追求しながら日々活動を行っており、その多くが活動を継続させていくために公

的支援を必要としている。しかし、日本は少子高齢化が進み、今後、国や自治体の財源は減

少していくことが考えられる。それに伴って文化事業に対する予算は削減され、事業は縮小

されることも懸念される。また、2003 年に施行された指定管理者制度により、公立文化施

設の事業予算を削減、廃止した自治体が多くみられ、プロフェッショナル・オーケストラに

対して行われていた依頼公演は、文化施設にとってリスクの少ない共催公演へと変化して

いる文化施設もある。さらに、プロフェッショナル・オーケストラへの依頼をやめ、楽器演

奏を趣味とする市民により運営されているアマチュア音楽団体への公演の依頼を増加させ

 
1 音楽取調掛が設置された。 
2 東京音楽学校に設立された。これは現在の藝大フィルハーモニア管弦楽団の起源とされている（日本オ

ーケストラ連盟 2019：122）。 
3 ドイツのライプツィヒにあるゲヴァントハウス管弦楽団である。 
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ている文化施設もみられる。こういった事態にプロフェッショナル・オーケストラの経営部

門は収入の確保に奔走しているが、演奏家は演奏をすることに時間を割かれることから、こ

ういった問題を知り、気にしてはいても実際に何をどうしたらよいのかということにまで

言動が及ぶ者は少ない。 

一方で、次節で見るように従来の公的支援のあり方については、公的支援の根拠論や観客

の分析などが中心であり、日本のオーケストラの経営実態を踏まえ、公的支援のあり方を検

討するという試みは必ずしも十分に行われていない。そこで、本研究では、日本のオーケス

トラの実態を踏まえつつ、現在の公的支援制度の問題点を明らかにし、オーケストラの自立

を促す支援制度のあり方として、従来の芸術団体への支援に加え、バウチャーや還付金とい

った鑑賞者に直接支援する仕組みを構築することが望ましいことを明らかにする。 

 

1.2 芸術と経済のジレンマ 

以上のようなオーケストラにまつわる問題について、ボウモル&ボウエンは『舞台芸術』

（1966）において指摘している。ボウモル&ボウエンは、実演芸術団体の需要や収入に影響

を及ぼす要因について、小規模で実験的な団体と同様に、一般的なオーケストラにおいても、

現代音楽と呼ばれる作品を取り入れた冒険的なプログラムによる演奏会では、観客が 20％

減少したというデータに触れているが、新しい作品を上演しない音楽団体はすべて、音楽家

たちの間では評判が維持できず、新しい作品が生まれなければ、芸術そのもののバイタリテ

ィが失われるということを指摘した（ボウモル&ボウエン 1966：313-314）。 

経済学者であったボウモル&ボウエンによる研究は、その後、文化経済学や文化政策学、

アートマネジメント論といった分野の重要な先行研究とされた。しかし、実演芸術団体の経

済状況、生産性の問題、高学歴・高所得者・高齢者4が多いといった聴衆の特徴や、公的支

援の根拠等に議論が集中した結果、ボウモル&ボウエンが芸術家や実演芸術団体が持つ特徴

を示し、関心を寄せたことについては、触れられる機会が少ないまま 50 年以上の時間が経

過している。 

ボウモル&ボウエンの研究は、黄金期といわれた 1960 年代のオーケストラを中心に、商

業演劇、オフ・ブロードウェイ演劇、地域劇団、オペラ、バレエを対象としている。この黄

金期におけるアメリカのオーケストラにおける財務状況や生産性の問題、舞台芸術全般が

置かれている環境を見渡すと、プロフェッショナルにとっては厳しい環境であるものの、ア

マチュアには理想的な環境であることを示唆し、将来的にあるタイプのプロフェッショナ

ル5の仕事は、いずれアマチュアにとって代わられてしまうのではないかと危惧している6

（ボウモル&ボウエン 1966：523-524）。 

ボウモル&ボウエンが指摘する問題点は、現在の日本のオーケストラにもあてはまる。し

かし、舞台芸術関係者に活用されることを願い、本文中には経済学の研究に見られる数学的

表現を記載することなく著されたこの研究は、少なくとも日本の舞台芸術の現場において

 
4 ボウモル＆ボウエンは、アメリカではオーケストラに限って高齢の女性が多いとの調査結果を示してい

る。 
5 どのようなタイプであるかは具体的に示されていない。 
6 ボウモル＆ボウエンの記述から、この「アマチュア」には、日本オーケストラ連盟加盟団体にも見られる

ような、歩合制のプロフェッショナルの団体や、演奏会の都度、職業演奏家を集める「寄せ集め」と呼ば

れるような団体のことを指していると考えられる。 
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十分に活用されていないようである。 

 

 ボウモル&ボウエンは、舞台芸術団体における財政の問題に関して、「財政の不足による

苦悩がほとんど普遍的にみられ、重大な赤字を引き延ばしてきた団体は舞台芸術の質を落

とさなくてはならないという脅迫を受けている」と述べている（ボウモル&ボウエン 1966：

205）。舞台芸術団体のうち、オーケストラの所得不足の改善方法として、ボウモル&ボウエ

ンは、2 つの可能性を提示している。ひとつは小編成化である。もうひとつは、「リハーサ

ルの回数を少なくしたり、あまり十分な訓練を受けていない実演家を使ったり、安っぽい衣

装や舞台装置を使うことなどを通じてその作品の質を低下させ、単位費用の増加率を減少

させることもできる」というものである（ボウモル&ボウエン 1966：226-227）。 

小編成化について、ボウモル&ボウエンは、アメリカではフル編成のオーケストラが費用

の掛からない室内オーケストラ7に規模を縮小した団体がいくつかあるという実例を挙げて

いる8。ボウモル&ボウエンが提案する小編成化とは、単に 16 人いる第 1 ヴァイオリンを

10 人に減らせばよいというものではなく、ハイドンやモーツァルト、ベートーヴェンとい

った古典主義の作品を当時の編成に近い形で演奏すること9、大編成の作品を小編成に編曲

して演奏するといった取り組みを指していると考えられる10。1966 年に既に 50 年後のオー

ケストラがこのような取り組みを行うであろうと示唆していたことは、音楽分野から見れ

ば驚くべきことであるといえる。 

ボウモル&ボウエンがもうひとつの改善方法として提示した、「リハーサル回数の削減」

や「演奏能力の不十分な演奏家の起用」、「安っぽい衣装や装置」による費用の削減について、

「しかし、こういうやり方は、質にうるさい舞台芸術団体には決して評判がよくない。さら

に、そのようなやり方は観客を減少させ、社会の支援を失う結果となる」（ボウモル&ボウ

エン 1966：227）と、芸術団体にとって望ましいものではないことも同時に指摘している。 

以上の 2 点の改善方法について、日本では次のようなことがみられる。これまで日本の

プロフェッショナル・オーケストラにおいて大編成から小編成に移行した団体はみられな

 
7 訳本の本文では「室内楽団」となっているが、音楽分野においては弦楽四重奏といった室内楽を指すこと

から、「室内オーケストラ」、「室内管弦楽団」が適切であると考えられる。 
8 これは例えば、第 1 ヴァイオリンに 16 名が在籍していたものを 12 名や 10 名に、4 名ずつ在籍していた

フルートやオーボエといった木管楽器を 2 名ずつに削減したといったことを指していると考えられる。 
9 例えばベートーヴェンの交響曲第 3 番「英雄」の初演は 26 名で演奏されたと記録されている。その後、

時代が進むにつれ、大編成で演奏されることが多くなり、現在でも第 1 ヴァイオリンが 14 人の場合、全

体で 65 人程度で演奏することが一般的である。ボウモル＆ボウエンが研究を実施した 1960 年代のアメ

リカでは、管楽器の人数を 2 倍に増員した 90 名程度の編成で演奏されることも多かったと考えられる。

一方で、1953 年に指揮者・チェロ奏者のニコラウス・アーノンクールによってウィーン・コンチェント

ゥス・ムジクスが設立され、ベートーヴェンの交響曲も初演当時に近い人数で演奏されはじめたが、研

究が十分に進んでいなかったこともあり、1960 年代においては世界的にみても少人数で演奏するといっ

た取り組みは、まだほとんど行われていなかった時期である。 
10 ボウモル＆ボウエンは、作曲家のアルノルト・シェーンベルクが 1918 年にウィーンで創立した「私的

音楽協会」のことを知っていたのか定かではないが、このような取り組みを指していると考えられる。

シェーンベルクは、弟子の作曲からと共に、主に経済的な事情から、マーラーやブルックナーによる 80

～100 名を擁する交響曲、ヨハン・シュトラウスのワルツといった作品を 10 名程度で演奏できるように

編曲し、定期的に演奏するという活動を行った。これは近年見直されるようになり、現代の作曲家によ

ってオリジナルの 1/6 程度の 15 名で演奏できるように編曲されたマーラーの交響曲といったものがあ

る。日本ではシンフォニエッタ静岡がこれらの作品を取り上げている。 
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いが、1989 年に室内オーケストラとしてオーケストラ・アンサンブル金沢が創設されて以

降、新たに創られる団体には室内オーケストラの編成をとる団体が多い11。ボウモル&ボウ

エンが示したような小編成の室内オーケストラとして常に活動することで、利益を上げ、赤

字になるとしても最小限に抑えようとする団体は存在する12。また、日本オーケストラ連盟

に加盟する団体の実態をみると、交響楽団といった大編成を想像させる名称でありつつも、

所属する演奏家が少ない団体が散見される13。これらの楽団の中には、学校公演といった多

くの利益が期待できない依頼公演においては、所属する演奏家を中心とした室内オーケス

トラ編成で演奏し、費用を全てオーケストラ自らが賄わなくてはならない自主公演におい

ては、所属する演奏家よりも多くのエキストラ奏者14を加えることで大編成の作品を演奏す

ることがみられる15。しかし、あとで詳しく見ていくように、委託金額の少ない依頼公演を

小編成で演奏し、少しでも利益を確保することは重要であるが、入場料収入を主な財源とし、

補助金や民間からの支援によって赤字を補填しなくてはならない自主公演において多くの

演奏家を投入している限り、所得不足の改善には至らない。 

また、リハーサルの回数を少なくすることで制作費用を削減しようといった、ボウモル&

ボウエンによる 2 つ目の改善方法は、現在の日本において現実のものとなっている。オー

ケストラの定期演奏会のリハーサルは 3 日間行われることが一般的である。本来は、どの

ような公演であっても演奏者にとっては 3日程度あることが望ましいといわれる。しかし、

演奏する機会の多い作品や、難易度の低い学校向けの公演のプログラムの場合、1～2 日の

リハーサルで済ませるということもある。オーケストラの経営部門にとっては、経費がかか

るだけで収入が得られないリハーサルに 3 日間をかけるよりも、1 日のリハーサルでも同じ

ような演奏の質が提供できるのであれば、リハーサルをより短時間で済ませ、収入が得られ

る演奏会の回数を増やしたいと考える可能性もある。 

オーケストラのリハーサル時間は、休憩時間を除いて 1 日あたり 4～5 時間、3 日間で 12

～15 時間であることが多い。この時間を短縮しようという方法は、1 日あたり７～8 時間に

して 2 日間の中に収めればよいという訳ではなく、4～10 時間と短時間で仕上げなくては

ならないということを意味している。このような時間の短縮による負担は、個々の演奏家に

かかってくる。オーケストラのリハーサルとは、全員が集まり、表現やテンポといった音楽

の方向性をはじめ、全体での調整・確認の作業をする場である。オーケストラの演奏家は各

自が自宅において、演奏技術的に難しい部分を正確に演奏できるように練習をし、また、指

揮者のあらゆる要求に瞬時に対応できるよう準備をする。その上でリハーサルに出勤する。

そのため、リハーサル時間の短縮は演奏者の技術、演奏の質の維持にも影響を及ぼすように

 
11 これには、同楽団の設立当時、文化庁のオーケストラに対する助成には楽員（演奏家）数 55 名以上とい

う要件があったが、同楽団の働きかけにより、その基準が変更された（潮 2014：46）。そのことにより、

基準を満たすようになった団体が増えたこと、新たに設立された団体も 55 名以上の楽員を擁する必要が

なくなった。これ以前には、要件を満たしていなかった山形交響楽団と仙台フィルハーモニー管弦楽団

が、合同で演奏会を行うことで文化庁の支援を受けるという事例もあった。 
12 主に日本オーケストラ連盟に非加盟の団体において見られる。 
13 例えば、同連盟正会員団体の兵庫芸術文化センター管弦楽団は自主公演において大編成の作品を演奏す

る機会が多いが、楽員数は 47 名である。準会員においては、27 名の千葉交響楽団や、37 名の静岡交響

楽団といった団体もある。 
14 その楽団には所属しない「臨時の奏者」である。 
15 各団体の演奏曲目や公演時に撮影された写真から判断することができる。 
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なる。 

以上のような、ボウモル&ボウエンによる所得不足の改善方法の提案は、現実的な側面が

あるといえる。しかし、オーケストラの経営部門にとっては有効性があったとしても、演奏

家にとっては負担が増加し、小編成化によって演奏する場を失う演奏家が増える可能性も

考えられる。このような状況をボウモル&ボウエンは、「重大な赤字を引き延ばしてきた団

体は舞台芸術の質を落とさなくてはならないという脅迫を受けている」と表しており、（ボ

ウモル&ボウエン 1966：205）、そこにはオーケストラの演奏家と経営部門による、芸術と

経済のジレンマが生じているといえる。 

 

1.3 日本のプロフェッショナル・オーケストラ 

上で述べたように、日本のプロフェッショナル・オーケストラは、各団体が芸術団体とし

ての使命感と目的を持って活動を続けているが、オーケストラの経営は厳しいことから公

的支援を必要とする団体も多く、芸術の質の維持と経営の間でジレンマを抱えている。本研

究では、このような日本のプロフェッショナル・オーケストラに関連した公的支援制度につ

いて考察を進めていくことから、本節では日本のプロフェッショナル・オーケストラの概要

についてみていく。  

本研究においては、プロフェッショナル・オーケストラを、「複数の管楽器16、五部の弦楽

器17、1名以上の打楽器によって編成され、定期演奏会といった自主公演を行っている団体」

と定義する。この定義に従えば、日本国内を拠点としているプロフェッショナル・オーケス

トラは58団体が存在することになる18（表1-1）。このうち、公益社団法人日本オーケストラ

連盟に加盟する団体が38団体あり、法人格を有する非営利団体に所属し、固定給与を支給し

ているメンバーによる2管編成以上のオーケストラであること等を条件とされる正会員が

25団体、正会員よりも加盟条件が緩い準会員は、近年増加し続けており、13団体が加盟し

ている19。また、日本オーケストラ連盟に非加盟のオーケストラも20団体が存在している。 

これらプロフェッショナル・オーケストラの設立の経緯は、自治体が主導したもの、当初

からプロフェッショナルの団体として設立されたもの、アマチュア・オーケストラから発展

したもののほか、複数のオーケストラのメンバーやフリーランスの演奏家が集まって組織

する団体、文化施設専属の団体といったものなどがある20。 

 
16 一般的には木管楽器群のフルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、金管楽器群のホルン、トラ

ンペット、トロンボーン、テューバから成るが、ハイドンやモーツァルトにはオーボエとホルンがそれ

ぞれ 2 名のみという作品も多いことから、複数の管楽器としている。 
17 弦五部とは、第 1 ヴァイオリン、第 2 ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバスの 5 パートから

成る。本稿においては各パート 1 名以上が在籍することとする。 
18 網羅されている資料がないため、『演奏年鑑 2020』（公益社団法人日本演奏連盟 2020）、『日本のプロ

フェッショナル・オーケストラ年鑑 2018』（公益社団法人日本オーケストラ連盟 2019）、日本オーケス

トラ連盟ホームページ、各団体ホームページ、公演チラシを基にした。 

また、本研究の対象ではないが、日本のアマチュア・オーケストラの数は 1,000 団体を超える（畑農

2015）。（公社）日本アマチュアオーケストラ連盟の加入団体は 139 団体ある（2017 年 11 月 26 日現

在、同連盟ホームページより）。なお、学生によるオーケストラはこの団体数に含まれていない。 
19 実際には同連盟の加盟条件にあてはまらない団体もある。 
20 複数のオーケストラのメンバーやフリーランスの演奏家が集まって組織する団体、文化施設専属の団体

については、オーケストラ関係者の間では「寄せ集め（のオーケストラ）」と呼ぶことが多い。この場合

は、演奏家が得る報酬は歩合制となることが大半であり、一人の演奏家が複数の団体に所属しているこ
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組織の形態は様々で、公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人、特定

非営利活動法人（NPO法人）、認定NPO法人、国立大学法人と私立の大学法人に属する団体、

会社法に基づく団体、任意団体と、およそ考え得るあらゆる形態が含まれている（表1-2）。

日本オーケストラ連盟正会員25団体の88％にあたる22団体が公益財団法人または公益社団

法人の形態をとっている。2006年の公益法人制度改革以降、一般財団法人、一般社団法人

を選択した団体や、特定非営利活動法人（NPO法人）を選択した団体もみられたが、近年、

いずれも公益法人格を取得した21。準会員は10団体が非営利法人格を有しており、認定NPO

を含むNPO法人の割合が高い。また国立、私立の学校法人傘下の団体があることも特徴で

ある。非加盟の団体には様々な法人格が見られるが、非営利のほかに、会社法人をとる団体

や任意団体があるという特徴がある。 

 
とになる。また、演奏家が給料制の団体は「常設」、歩合制の場合は「非常設」と記されることが多いが、

事務局は年間を通じて行われていることが大半であることから、本研究においては「常勤」、「非常勤」

とする。なお、固定給制の団体の中には、月額 5 万円程度が固定給とされ、それ以上の報酬は歩合制と

なっている団体もある。また、国家公務員によるオーケストラとして、宮内庁楽部が存在するが、雅楽

の演奏が主であることから、本研究においては対象から除外する。宮内庁は、雅楽を演奏する宮内庁楽

部の職員について、「洋楽も修得しており、皇室の行事の際には演奏を行っています。ちなみに、宮内庁

の楽部は、我が国の洋楽演奏団体のうちでも最も古い歴史を持つものの一つです」と紹介している。宮

内庁ホームページより 

 https://www.kunaicho.go.jp/culture/gagaku/gagaku.html（最終閲覧 2020 年 11 月 15 日） 
21 大阪交響楽団や関西フィルハーモニー管弦楽団は 2018 年に公益法人に移行した。また、自主公演のみ

を NPO 法人が運営したオーケストラもあった。東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団は、1973

年に創立、1997 年に現名称に改称。2007 年特定非営利活動法人ユニフィル自主公演運営機構を設立し、

2011 年 9 月の定期演奏会まで、同機構により定期演奏会を開催した（2012 年 3 月 31 日時点で同法人は

存続している）。これと並行し、2009 年に同管弦楽団は一般社団法人化している。また、株式会社の形

態をとるオーケストラとして、イギリスのロンドン交響楽団がある。1904 年の創立以来、楽団員が株主

となる企業として、100 年以上に渡り活動を継続している。 
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団体名 法人格 拠点 備考

1 札幌交響楽団 公益財団 北海道

2 仙台フィルハーモニー管弦楽団 公益財団 宮城

3 山形交響楽団 公益社団 山形 山形交響楽協会

4 群馬交響楽団 公益財団 群馬

5 NHK交響楽団 公益財団 東京

6 新日本フィルハーモニー交響楽団 公益財団 東京

7 東京交響楽団 公益財団 東京

8 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 一般社団 東京

9 東京都交響楽団 公益財団 東京

10 東京ニューシティ管弦楽団 一般社団 東京

11 東京フィルハーモニー交響楽団 公益財団 東京

12 日本フィルハーモニー交響楽団 公益財団 東京

13 読売日本交響楽団 公益財団 東京

14 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 公益財団 神奈川

15 オーケストラ・アンサンブル金沢 公益財団 石川 石川県音楽文化振興事業団

16 セントラル愛知交響楽団 一般社団 愛知

17 名古屋フィルハーモニー交響楽団 公益財団 愛知

18 京都市交響楽団 公益財団 京都 京都市音楽芸術文化振興財団

19 大阪交響楽団 公益社団 大阪

20 大阪フィルハーモニー交響楽団 公益財団 大阪

21 関西フィルハーモニー管弦楽団 公益財団 大阪

22 日本センチュリー交響楽団 公益財団 大阪

23 兵庫芸術文化センター管弦楽団 公益財団 兵庫 兵庫県芸術文化協会　兵庫県立芸術文化センターの運営

24 広島交響楽団 公益社団 広島 広島交響楽協会

25 九州交響楽団 公益財団 福岡

団体名 法人格 拠点 備考

26 千葉交響楽団 公益財団 千葉

27 藝大フィルハーモニア管弦楽団 国立大学法人 東京 東京藝術大学

28 東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団 一般社団 東京

29 静岡交響楽団 ＮＰＯ 静岡

30 中部フィルハーモニー交響楽団 ＮＰＯ 愛知

31 京都フィルハーモニー室内合奏団 ＮＰＯ 京都

32 アマービレフィルハーモニー管弦楽団 一般社団 大阪 株式会社アマービレ楽器が運営・経営母体

33 ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団 学校法人 大阪 大阪音楽大学

34 テレマン室内オーケストラ 一般社団 大阪 日本テレマン協会

35 奈良フィルハーモニー管弦楽団 ＮＰＯ 奈良

36 岡山フィルハーモニック管弦楽団 公益財団 岡山 岡山シンフォニーホール

37 瀬戸フィルハーモニー交響楽団 公益社団 香川

38 長崎OMURA室内合奏団 認定NPO 長崎

(表1-1)　日本のオーケストラ

日本オーケストラ連盟　正会員

日本オーケストラ連盟　準会員
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団体名 法人格 拠点 備考

39 水戸室内管弦楽団 公益財団 茨城 水戸市芸術振興財団／水戸芸術館専属

40 紀尾井ホール室内管弦楽団 公益財団 東京 新日鉄住金文化財団／紀尾井ホール専属

41 トウキョウ・ミタカ・フィルハーモニア 公益財団 東京 三鷹市スポーツと文化財団／三鷹市芸術文化センター専属

42 東京室内管弦楽団 一般社団 東京

43 東京シンフォニエッタ 一般社団 東京

44 バッハ・コレギウム・ジャパン 有限会社 東京

45 東京ニューフィルハーモニック管弦楽団 任意 東京

46 アールレスピラン 任意 東京

47 アンサンブル・ノマド 任意 東京

48 ジャパン・シンフォニア 任意 東京

49 アンサンブル of トウキョウ 任意 東京

50 横浜シンフォニエッタ 一般社団 神奈川

51 シンフォニエッタ 静岡 合同会社 静岡

52 浜松フィルハーモニー管弦楽団 ＮＰＯ 静岡

53 愛知室内オーケストラ 一般社団 愛知

54 サイトウ・キネン・オーケストラ 公益財団 長野

55 シンフォニア・コレギウムOSAKA 一般社団 大阪

56 いずみシンフォニエッタ大阪 一般財団 大阪 住友生命福祉文化財団／いずみホール専属

57 神戸市室内合奏団 公益財団 兵庫 神戸市民文化財団演奏部

58 琉球交響楽団 ＮＰＯ 沖縄

『演奏年鑑2020』、日本オーケストラ連盟ホームページ、各団体ホームページ・公演チラシより筆者作成（各団体の

ウェブページは2020年11月15日最終閲覧）

(表1-1　つづき)　日本のオーケストラ

日本オーケストラ連盟　非加入の団体

公益財団 19 公益財団 26 非営利法人 37

公益社団 3 公益社団 4 学校法人 2

一般社団 3 認定NPO 1 一般社団・財団法人　※ 12

ＮＰＯ 6 会社法人 2

国立大学法人 1 任意団体 5

公益財団 2 学校法人 1

公益社団 1 一般社団 11

認定NPO 1 一般財団 1

ＮＰＯ 4 有限会社 1

国立大学法人 1 合同会社 1

学校法人 1 任意 5

一般社団 3

公益財団 5

ＮＰＯ 2

一般社団 5

一般財団 1

有限会社 1

合同会社 1

任意 5

非加盟団体

種類別（全体）

（表1－2）日本のオーケストラの法人格

正会員団体 全体

準会員団体

『演奏年鑑2020』、日本オーケストラ連盟ホーム

ページ、各団体ホームページ・公演チラシより筆者

作成（各団体のウェブページは2020年11月15日最

終閲覧）

※　一般社団・一般財団法人には、非営利型と普通

型があるが、いずれであるかは不明であるため、非

営利法人とは別にした。
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次に、年間公演数は、2017年度の時点で、日本オーケストラ連盟正会員25団体の合計は

3,150回（うち自主公演1,267回、依頼公演1,880回、海外公演3回）となっており、1団体平

均126回となる22。最も公演数の多い団体は、東京フィルハーモニー交響楽団で、345回（う

ち自主公演38回、依頼公演306回）である。最も少ないオーケストラは、東京ニューシティ

管弦楽団の55回（うち自主公演14回、依頼公演41回）となっている。次いで少ない団体は、

京都市交響楽団であり、99回（自主公演53回、依頼公演46回）となっている。 

日本オーケストラ連盟の準会員団体が、近年増加していることは既に述べたとおりであ

るが、これらの団体については同じ団体であっても年によって公演数が大幅に異なること

もある。2017年度において年間公演数が最も多いのは千葉交響楽団の133回であるが、この

うち自主公演は3回に留まる。最も少ない団体は岡山フィルハーモニック管弦楽団の22回で

あるが、同団体は13回の自主公演を実施している。同年度に準会員として加盟していたのは

11団体であり、年間平均公演数は60回である。この平均値を超えている団体は4団体のみで、

このうち、千葉交響楽団の133回、京都フィルハーモニー室内合奏団の104回、テレマン室

内オーケストラの107回が平均値を上げているといえる23。日本オーケストラ連盟に非加盟

の団体について詳しい資料はないが、年間に数回の公演のみという団体もある24。 

楽員（演奏家）の人数は、日本オーケストラ連盟36団体の合計で2,230名が在籍している。

正会員25団体には1,771名が在籍しており、1団体あたりにすると約71名となる。最も楽員

数の多い団体は東京フィルハーモニー交響楽団の126名であり、次いでNHK交響楽団の114

名である。反対に最も少ない団体はオーケストラ・アンサンブル金沢の34名である。準会員

団体には459名が在籍し、1団体あたりにすると約42名となる。最も多い団体は瀬戸フィル

ハーモニー管弦楽団の63名、最も少ない団体は京都フィルハーモニー室内合奏団の14名で

ある。平均年齢は、正会員団体全体で45.4歳、準会員団体全体で43.2歳となっている。 

オーケストラの運営は主に事務局が担っている。事務局員の人数は、日本オーケストラ連

盟正会員の 25 団体でみると、11～31 名であり、1 団体あたりの平均は約 18 名である。東

京都内のオーケストラと比べ、地方オーケストラの事務局員数は若干少なくなり、東京都内

の団体を除いた平均では 16 名となる。東京都内のオーケストラのみの平均値では約 23 名

である。準会員団体の事務局員の平均人数は約 6 名であり、最も少ない団体は奈良フィル

ハーモニー管弦楽団の 2 名である。平均年齢は、正会員団体全体で 45.5 歳、準会員団体全

体で 48.6 歳となっており、準会員団体が若干高めである。楽員と事務局員との平均年齢を

比べると、正会員団体はほぼ同じであるが、準会員団体は事務局員の方が 5 歳ほど年長で

ある。また、楽員の平均年齢は準会員団体よりも正会員団体が上であることに対し、その反

対に、事務局員は正会員団体よりも準会員団体の平均年齢が高い。なお、日本オーケストラ

連盟に非加盟の団体の詳細は明らかではないが、『演奏年鑑』や各団体のウェブページとい

った情報から、公演数、楽員数、事務局員数等は、日本オーケストラ連盟準会員団体と同程

度であることが推察される。 

 

 
22 公益社団法人日本オーケストラ連盟（2016）『日本のプロフェッショナル・オーケストラ年鑑 2015』

による。 
23 『日本のプロフェッショナル・オーケストラ年鑑 2018』p.142 より。 
24 『演奏年鑑 2020』、各団体のホームページによる。 
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1.4 日本におけるオーケストラに対する公的支援 

日本においてオーケストラに対する自治体による支援は、現在の群馬交響楽団に対して

群馬県と高崎市によって 1950 年に行われたのが最初である。群馬交響楽団へは国による支

援も 1961 年から開始されているが（群響 50 年史編纂委員会 1997：41、65）、これが日本

におけるオーケストラへの国からの支援の最初の事例である。その後、1960 年代から 1970

年代にかけて全国にオーケストラが設立されることに伴って25、公的支援も広がっていった。 

日本のプロフェッショナル・オーケストラに対する公的支援制度については第 7 章で詳

しくみていくが、公的支援を受けるのは、主に公益社団法人日本オーケストラ連盟に加盟す

る団体に固定化される傾向にある26。そのため、同連盟に加盟しない団体27や、新しく設立

された団体、実験的な取り組みを行う団体等が公的支援を獲得することが難しい状況にあ

る。さらに、近年の支援制度では、より多くの鑑賞者が来場する団体に対して多くの助成金

が交付される制度もあることから、公的支援を受けられる団体と受けられない団体との格

差はさらに広がる可能性もある。 

このようなオーケストラに対する公的支援は、オーケストラにとって安定的な財源のひ

とつと捉えている団体がある一方で、政治によって左右されるという不安定な側面も持ち

合わせている。例えば、大阪府が主導して設立された大阪センチュリー交響楽団28への資金

の拠出が、首長の政治的判断により打ち切られたという事例も見られた29。また 2019 年の

あいちトリエンナーレのように、芸術に公金を拠出することに対して、市民からの厳しい意

見だけでなく、為政者が芸術の内容に介入する事態が見られた。このことから、オーケスト

ラは継続的に安定した支援を受けるために、国や自治体よりも立場が弱くなることがある

ほか、レントシーキングが働く可能性も考えられる。 

日本におけるオーケストラに対する公的支援の目的は、オーケストラの自立を促すこと

にあった。現在の日本は少子高齢社会となり、今後、生産人口が減少していくことによって、

国や自治体の財源も減少していくといわれている。そのような日本の社会情勢において、オ

ーケストラは今まで以上に経済的自立が求められるであろう。経済的自立をするには、収入

を増やすことが重要であるが、前述したようなリハーサルの日数削減は、既に取り組まれて

おり、その上で日本オーケストラ連盟に加盟する正会員 25 団体の 2017 年度の実績におい

ては、1 団体あたり年間 126 回の演奏会を開催している30。よって、収入を増やすために単

 
25 1960 年代に設立されたアマチュア団体が 1970 年代に入ってプロ化された団体もある。 
26 公的支援の継続が重要であると述べる研究は様々見られる。例えば、垣内（2016）は群馬県による群馬

交響楽団に対する支援は、鑑賞者数の維持、増加が見られるとして、支援を継続することが必要である

と述べている。 
27 アンケートやインタビューによると、組織が小規模であることや加盟するメリットがないと考えている

団体がある。 
28 現在の日本センチュリー交響楽団である。 
29 この当時の大阪府知事は、後に大阪市長に就任した際にも、大阪市が 1923 年に設立し、市が運営して

いたプロフェッショナルの吹奏楽団である大阪市音楽団に対する資金の拠出も打ち切った。 
30 最も公演数の多い団体が東京フィルハーモニー交響楽団で 345 回、最も少ない団体が東京ニューシテ

ィ管弦楽団の 55 回である。200 回を超える団体は他になく、また 100 回を下回るのは他に 2 団体であ

る（日本オーケストラ連盟 2019：142-143）。 

同一プログラムによる公演の割合は不明であるが、1 公演にかかるリハーサルは定期演奏会で 3 日、

依頼公演で 2 日である。学校公演では 1 日のリハーサルで複数回の公演が実施される。ここから、1 公

演のリハーサル日数を 2 日とすると、126 回の公演に対するリハーサルは 252 日必要になり、公演の 126
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純に公演数を増やせばよいという訳にはいかない。また、オーケストラの演奏家は、リハー

サルや演奏会の合間に各自が今後の演奏会とそのリハーサルに向けた個人練習の時間が必

要である。さらにオーボエ奏者やファゴット奏者は、楽器を演奏する上では欠かすことので

きないリード31の作製にも練習と同等、あるいはそれ以上の時間が必要となる。このことか

ら考えても、現在の各団体に所属する演奏家の人数だけで、これ以上の公演を増やすことは

現実的には困難であるといえる。 

 こういった環境の中で、オーケストラが経済的に自立するために利益を得ることのでき

る公演を増やすには、同一プログラムの依頼公演を増加させることが求められる。しかし、

同じ会場、あるいは近隣の会場で同一プログラムを開催することは、鑑賞者が分散するとい

う問題が生じる。また離れた地域間では移動にかかる費用が発生するといった問題も表れ

る。このように、開催する場所や回数によってかかる費用は様々であることから、本論文で

はこのような条件があることを踏まえつつ、オーケストラが助成金に依存することなく自

立するための手段や政策を検討する。 

 

1.5 本論文の構成 

上で確認したような、日本のプロフェッショナル・オーケストラに関する公的支援につい

て考えるには、まずオーケストラの実態を分析し、行動原理を把握しておく必要がある。ま

た、オーケストラの財源が不足する要因は、オーケストラ内部ばかりでなく、外部にもある

と考えられることから、オーケストラの外部組織との関係についても見ていく。その上で、

オーケストラに対して助成金が交付される形で行われている公的支援制度の問題点を明ら

かにし、オーケストラの自立を促す支援制度のあり方として、現状の支援に加え、バウチャ

ーや還付金といった鑑賞者に直接支援する仕組みを構築することが望ましいことを明らか

にする。 

以上の研究を進めるにあたり、本論文は次のように構成している。本章に続く第 2 章で

は、プロフェッショナル・オーケストラが非営利団体であることの必要性について検討する。

日本のプロフェッショナル・オーケストラの多くは、公益財団法人をはじめとする非営利法

人格を有しているが、非営利団体であることやプロフェッショナルであることによる問題

点と、オーケストラの多くが非営利法人格を選択する理由を検討する。 

第 3 章では、オーケストラの公演の種類とその収支構造の違いについて確認する。オー

ケストラは、公的支援を必要とする理由として、恒常的な赤字であることを挙げている。こ

れまでの研究においても、オーケストラの年間の総収入と総支出から算出すると赤字にな

ることから、公的支援が必要であることを理論的にも示してきた。しかし、オーケストラの

 
と合わせると年間 378 日を必要とすることがわかる。このような状況であることから、全ての演奏会を

こなすために、団体によっては、1 日にプログラムの異なる 2 つの公演のリハーサルを組むということ

も珍しくない。東京フィルハーモニー交響楽団は 2001 年に新星日本交響楽団との合併以降、2 つから 4

つのグループに分かれて活動していることなどから、345回と他団体の 3倍近い公演回数となっている。

なお、同楽団を除いた 24 団体でみても、平均は 117 回となり、リハーサルの日数を加えると、年間 351

日稼働することとなる。 
31 葦を材料とする吹き口である。同じ葦を材料とするクラリネットは、完成品のリードを購入し、奏者各

自が紙やすり等で削って調整をするのが一般的であるが、オーボエとファゴットは、各自が材料から作

成することが基本である。アマチュアのオーボエやファゴットの愛好家は、プロの演奏家が作成した製

品を楽器店で購入することが一般的である。 
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公演には、入場料を主な収入源としてオーケストラ自らが主催する「自主公演」と、依頼主

が公演にかかる費用の全てを支払ってオーケストラに公演を依頼する「依頼公演」とがある

ことから、それぞれの収支構造の違いを確認する。 

第 4 章では、オーケストラが赤字になる公演を続けていくことの要因を探るため、オー

ケストラの組織と行動原理について見ていく。ボウモル&ボウエンは、ウィリアム・シュー

マンの言葉を引用して「舞台芸術は『わかっているのにあえて儲け損なうビジネスに』従事

しているのである」と指摘したが（ボウモル&ボウエン 1966：185）、その後の研究におい

てもオーケストラの経営部門にのみ焦点があてられて、赤字になる要因やその改善策が検

討されてきた。しかし、オーケストラは演奏家を主体とする組織であることから、演奏部門

にも目を向け、なぜ演奏家はわかっているのにあえて儲け損なうビジネスをするのか、演奏

家特有の行動原理について見ていく。さらに、オーケストラの組織全体を見渡した上で、オ

ーケストラの組織構造において赤字を発生させる要因があるのか検討する。 

 第 5 章では、オーケストラが事業を続ける上で不可欠な外部の組織について見ていく。

オーケストラの経営が恒常的な赤字となっていることの要因は、必ずしもオーケストラの

楽団員が多いといった内部の事情だけではない。例えば、オーケストラがレンタル楽譜を使

用しなくてはならない場合には、購入することができる楽譜よりも高額な借用料を楽譜出

版社に支払わなくてはならない。また、指揮者やソリストの出演料として、彼らが所属する

音楽事務所への支払いも大きな割合を占めており、オーケストラの経済的負担となること

もある。また、オーケストラの経営は赤字になるとされているにも関わらず、音楽事務所は

海外のオーケストラの日本公演によって利益を上げていると言われている。オーケストラ

と同じくクラシック音楽の事業を行う楽譜出版社や音楽事務所がどのような仕組みによっ

て利益を上げ、事業を継続させているのか検討することによって、オーケストラの経済的自

立に向けた方法を考察する。 

 第 6 章では、指定管理者制度がオーケストラの経営にも影響を及ぼしている事例につい

て検討する。指定管理者制度は多くの公立文化施設に導入されているが、本来の目的とは異

なり、実質的に費用削減を主な目的として導入している自治体が多く、国からも改善が要求

されている。自治体からの予算が削減された文化施設では、多くの費用がかかるオーケスト

ラへの公演を依頼することが困難になったことから、オーケストラに費用の一部を負担し

てもらう共催公演に形態を変更することで事業を維持している。本研究では共催公演を実

施する 2 組の公立文化施設とオーケストラの事例から、指定管理者制度がオーケストラに

どのような影響を及ぼしているのかを検討する。 

 以上のような日本のオーケストラの現状を踏まえ、第 7 章では、オーケストラに対する

公的支援がどのような形態で行われることが望ましいかを検討する。先行研究では、既に公

的支援を受けている日本オーケストラ連盟正会員団体への継続的な支援の必要性について

議論されるものが散見される。そこで、本研究においては、日本オーケストラ連盟準会員団

体と、同連盟に非加盟の 2 団体に対して支援を実施している静岡県の制度を事例に、どの

ような公的支援のあり方がオーケストラにとっても鑑賞者や今後鑑賞者になり得る住民に

とって望ましいのかについて考察する。 

より多くの人々が芸術文化にアクセスしやすくなる環境を実現するという目的のもと、

オーケストラに助成金を交付する形で行われてきたこれまでの公的支援制度においては、
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様々な課題が指摘されてきた。課題が指摘されることによって解消が試みられてきたが、常

になんらかの課題を抱えている。そこで、第 8 章では、これまでにあまり顧みられることの

なかった、鑑賞する人々を直接支援するバウチャーや還付金といった鑑賞者支援制度に着

目し、海外での実施事例を中心に、その有効性について考察する。 

なお、本論文において、オーケストラとはプロフェッショナル・オーケストラのことを指

す。プロフェショナルはプロと略記する。市民が楽器演奏を趣味とするアマチュア団体と区

別する場合には、それぞれプロ・オーケストラ、アマチュア・オーケストラと記す。 

 

 

 

【参考文献】 

Baumol, William J. & Bowen, William G. （1966）“Performing Arts The Economic Dilemma”, MIT Press 

paperback edition（池上惇、渡辺守章（監訳）『舞台芸術 芸術と経済のジレンマ』芸団協出版部，1994） 

潮博恵（2014）『古都のオーケストラ、世界へ！ 「オーケストラ・アンサンブル金沢」がひらく地方文化

の未来』，アルテスパブリッシング 

垣内恵美子「オーケストラファン創出におけるアウトリーチ活動の効果～群馬交響楽団の定期会員調査か

ら～」『計画行政』40（2）：45-55、2016 年。 

群響 50 年史編纂委員会（1997）『群馬交響楽団 50 年史』群馬交響楽団 

公益社団法人日本オーケストラ連盟（2016）『日本のプロフェッショナル・オーケストラ年鑑 2015』 

公益社団法人日本オーケストラ連盟（2019）『日本のプロフェッショナル・オーケストラ年鑑 2018』 

公益社団法人日本演奏連盟 2020『演奏年鑑 2020』 

畑農敏哉（2015）『アマチュアオーケストラに乾杯！素顔の休日音楽家たち』NTT 出版 

 

【参考ウェブページ】 

公益社団法人日本アマチュアオーケストラ連盟 www.jao.or.jp（最終閲覧 2017 年 11 月 26 日） 

宮内庁ホームページより https://www.kunaicho.go.jp/culture/gagaku/gagaku.html（最終閲覧 2020年 11

月 15 日） 
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第 2 章 オーケストラは非営利団体である必要はあるか 

2.1 はじめに 

非営利団体とは、利益1を関係者に分配しない組織のことである。日本のオーケストラの

うち、非営利法人格を有する団体、あるいは非営利法人格を有する組織に所属する団体は 67

～88％を占めている2。特に、歴史ある規模の大きな団体の大半は公益財団法人格を有して

おり、非営利かつ、公益性のある事業を行うことが目的であるとされている。 

日本オーケストラ連盟正会員 25 団体のうち 22 団体へのインタビュー調査から『次世代

に向けた地域オーケストラの社会・文化的役割とマネジメントの提言』をまとめた九州大学 

QR プログラムつばさプロジェクト（以下、「つばさプロジェクト」）も、「文化団体として

公益性を担保・促進していかなくてはならない非営利組織である」とし、その公益性と非営

利性を特徴にあげている（九州大学 QR プログラムつばさプロジェクト 2017：4）。特に非

営利性については、公益社団法人日本オーケストラ連盟の「会員の入会に関する条件」のう

ち、正会員については、その最初に「法人格を有する非営利団体に所属するプロフェッショ

ナル・オーケストラであること」が定められており、組織としてのオーケストラが持つべき

性質として重要なもとと捉えられているようでいる3。 

このように、日本のオーケストラは非営利団体であることが求められているが、冒頭に示

したように、非営利団体は、その定義上、事業を通じて得た利益を団体の関係者で分配して

はいけないというものであり、決して利益を得てはならない団体ではない。また、その構成

員がボランティアである必要はない。しかし、筆者によるオーケストラ関係者へのインタビ

ューにおいて、オーケストラはその活動の中で、市民や公的機関等から「利益をあげてはい

けない団体」、「利益を内部留保してはいけない団体」といった、誤った認識を持たれている

ことが日常的にみられるということが聞かれた。また一方で、非営利団体であるプロ・オー

ケストラに対して、「プロフェッショナル」という言葉から、「生業としている」、「利益を得

ている」と解し、「営利を目的とする団体である」という誤解も受けているともいう。この

ような非営利団体に対して正しい理解が得られていないことに関して焦点を当てた先行研

究は見あたらないが、上記のような誤解があることは、ウェブページ等のメディアにおいて

もしばしば見られる4。 

一方で、オーケストラは演奏をすることによって生計を成り立たせているプロフェッシ

ョナルであり、事業継続のためには収益をあげることが必要である。つばさプロジェクト

（2017）がオーケストラについて、「文化団体として公益性を担保・促進していかなくては

ならない非営利組織である」としたことは既に示したが、その直前には、「オーケストラと

 
1 利益と利潤は同義であるが、本稿においては一般的な「利益」を用いる。引用する文章が「利潤」を用い

ている場合はそのまま引用する。 
2 この数値に幅がある理由は、後述するが、一般財団法人と一般社団法人が非営利型であるか否かによる

ためである。また、任意団体は非営利団体には含めていない。 
3 準会員には定められていない。 
4 例えば、次のようなものがある。 

幻冬舎 GOLD ONLINE、『富裕層のための「社会貢献としての寄付」入門【第 7 回】非営利だから儲

けてはいけない!?･･･NPO に関する誤解』宮本聡 2018.6.21。 

公益・一般法人 ONLINE『【特集】公益法人制度に対する世間の誤解』出口正之 2020 年 4 月 15 日。 

ナレッジワーカーズインスティテュート株式会社 『複業が当たり前になる～「複役社会」を考える 非

営利組織編 第八回：複業時代に企業はどう変わるのか？ 非営利組織編』2020 年 1 月 10 日。 

https://gentosha-go.com/category/k0124_1
https://gentosha-go.com/ud/authors/5add6ec17765616461000000
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いう団体は、市場原理に基づいて一定の収益を生み出すという形で経営していかなければ

ならない」とも述べている。それにもかかわらず、上で述べたような誤解が広まっている背

景には、オーケストラの活動に要因があるのか、非営利法人に関する制度に要因があるのか

分析をすることが必要である。 

そこで本章では、オーケストラが今後も安定的な経営を継続していくために、非営利団体

として活動し続けることの意義について検討する。 

既に述べたとおり、非営利団体に関する認識に関する先行研究が見当たらないことから、

本章では上記の目的を達成するために、まず、非営利団体であるオーケストラが日頃、非営

利団体であることによってどのような環境におかれているのか、その実態をみていく。次に、

非営利団体と比較するために非営利法人格を持たないオーケストラの事例を見る。その上

で、オーケストラは「一定の収益を生み出すと同時に、公益性を担保・促進していかなくて

はならない非営利組織である」ことの意義について検討する。 

なお、本稿では非営利の組織を「非営利団体」として記す。非営利の法人格を有する団体

について焦点を絞って述べる場合には「非営利法人」と記す。ただし、引用する文献におい

ては原著の記載どおりとする。 

 

2.2 日本の法人制度 

第 1 章で見たとおり、日本のオーケストラは 58 団体あるが、次節で見るように、これら

のオーケストラの持つ法人格には、一般社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人など

様々であり、必ずしも非営利法人という訳でもない。そこでまず、非営利法人を含む日本の

法人制度について確認しておく。 

一般社団法人・一般財団法人は、公益法人制度改革の中で、2008 年 12 月に施行された

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」（一般社団・財団法人法）に基づく法人で

ある5。これは、剰余金の分配を目的としない社団又は財団について、その行う事業の公益

性の有無にかかわらず、準則主義（登記）により簡便に法人格を取得できる一般的な法人制

度である。これらの法人については、法人の自律的なガバナンスを前提に、一般社団法人及

び一般財団法人に関する法律において、法人の組織や運営に関する事項が定められている。

一般社団・財団法人のうち、民間有識者からなる第三者委員会による公益性の審査（公益目

的事業を行うことを主たる目的とすること等）を経て、行政庁（内閣府又は都道府県）から

公益認定を受けた法人は、公益社団法人・公益財団法人と呼ばれる。公益社団法人・公益財

団法人は、税制上の優遇措置を受けることができる6。 

特定非営利活動法人（NPO 法人）は、1998 年に施行された特定非営利活動促進法に基づ

き、特定非営利活動を行うことが主目的であること等について所轄庁（都道府県又は政令指

定都市）の認証を受けた法人である。申請書類の一部は、受理した日から 1 か月間縦覧に供

 
5 公益法人制度改革においては、関連 3 法として、このほかに、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等

に関する法律」（公益法人認定法）、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び

公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（関係法律整備法）も

施行された。また、2008 年に現行制度が施行される以前は、1896 年の制定された民法 34 条に基づいて

いた。 
6 社団法人と財団法人の違いは、志ある人の集まりと財産の集まりという点であるが（内閣府 2020：2）本

論は社団と財団の違いを比較する必要はないため、両者をまとめて記す。 
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され、市民の目からも点検される。設立の認証後、登記することにより法人として成立する。

NPO法人のうち、広く市民から支援を受けていること等の一定の要件について、所轄庁（都

道府県又は政令指定都市）から認定を受けた法人は、認定特定非営利活動法人（認定 NPO

法人）となる7。認定 NPO 法人は、一般の NPO法人にはない税制上の優遇措置を受けるこ

とができる点が特徴である（内閣府ウェブページより）。 

上で述べた制度の中で、これらの法人の公益性がどのように定義されているかについて

は、「税制上の優遇措置の付与に係る認定」から確認することができる。一般社団法人・一

般財団法人が公益法人として認定に必要な要件とされることのひとつに、「公益目的事業費

率が 50％以上」ということが定められている。ここでの公益目的事業とは、「公益社団及び

公益財団法人の認定等に関する法律に定められた、学術、技芸、慈善その他の公益に関する

23 種類の事業であって、不特定多数の者の利益の増進に寄与するもの」である。その他の

要件もあわせて満たすことで、公益性を有する公益社団法人、公益財団法人として認められ

る。NPO 法人が認定 NPO 法人として認められるための要件のひとつには「共益的活動の

占める割合が 50％未満」というものがある。この共益的活動とは、「その対象や便益の及

ぶ者が、法人の会員といった特定の者に限定されている活動8」とされていることから、認

定 NPO 法人となるためには、50％以上は公益性が求められる法人であると解釈することも

できる。 

 一方で、非営利団体であることは以上で述べた、公益性があるということは別のものであ

る。非営利団体とは、法人格の有無にかかわらず利益を関係者に分配しない組織のことであ

る。ジェイムズ&ローズエイカーマンによると、「正の利潤を得ることも可能である。しか

し、この組織には利潤の分配を受けることのできる所有者は 1 人も存在しない。その代わ

り、すべての収入は組織内部で使い尽くさなければならない。この非分配条件が自発的、公

的に表明された制約として受け入れられているというのが非営利団体の特徴である」と述

べている（ジェイムズ&ローズエイカーマン 1986：17）。 

非営利団体には、オーケストラのような組織のほかに、学校や自治体、病院、社会支援組

織などがあり、法人格としては、上で述べた公益社団法人、公益財団法人、NPO 法人のほ

かに、社会福祉法人、学校法人、宗教法人などが挙げられる。 

非営利団体に対して、営利団体は「利潤を追求し、利潤を最大化する組織」のこと（ジェ

イムズ&ローズエイカーマン 1986：116）、すなわち営利を目的とする組織であり、一般的

には企業という。営利を目的とする企業は、会社法（2005 年 7 月 26 日法律第 86 号）2 条

1 項に定められている法人で、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社がある。これに有

限会社も含まれるが、有限会社法は 2006 年 5 月 1 日に廃止されたため、現在は新たに設立

することはできない。これらの法人のうち、例えば株式会社は、株主の利益のために事業を

行い、事業によって得られた利益は株主に分配される。 

 

2.3 プロフェッショナル・オーケストラの法人格 

 日本のプロ・オーケストラの大半は非営利の法人格を有している。日本のプロ・オーケス

 
7 2012 年施行。 
8 内閣府ウェブページより。 
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トラ 58 団体のうち、最大で 51 団体、最少でも 39 団体が非営利法人格を有しているか、非

営利法人格を有する組織に所属している（表 2-1）9。 

 

日本のオーケストラのうち、最も多い法人格は公益財団法人である。26 団体が公益財団

法人格を有するか、同法人格を有する組織に所属している。このうち 19 団体は日本オーケ

ストラ連盟の正会員団体である。同連盟準会員と非加盟のなかで公益財団法人格を有する 7

団体のうち、5 団体は自治体の外郭団体である。これ以外の、紀尾井ホール室内管弦楽団は

日本製鉄株式会社、サイトウ・キネン・オーケストラは長野県内の複数の企業が中心となっ

て出捐した公益財団法人である。 

公益財団法人格を有するオーケストラが多い理由として、2008 年に行われた公益法人制

度改革以前から財団法人格を有していた団体が多いことが考えられる。ただし、旧制度より

財団法人格を有していた団体が、なぜ引き続き公益財団法人格を取得したのか、その理由に

ついては明らかではない。可能性として考え得るものとしては、先に設立されていた団体が

財団法人格を有し、公的支援を受けていたことや、自治体が設立を主導したオーケストラを

自治体の外郭団体とするために財団法人格を取得したといったことが推察される。現在の

制度において最も重要な理由としては、法人自らと寄付者に対する税制優遇措置が挙げら

れる。また近年、公益法人格を取得した団体10や、取得を目指す団体としては、公的支援を

 
9 一般社団法人・一般財団法人が「非営利型法人」であるか不明であることによる。また、大学付属の 2 団

体について、国立大学法人、学校法人はいずれも非営利法人である。 
10 例えば 2018 年には、関西フィルハーモニー管弦楽団が NPO 法人から公益財団法人へ、大阪交響楽団が

一般社団法人から公益社団法人に移行した。 

公益財団 19 公益財団 26 非営利法人 37

公益社団 3 公益社団 4 学校法人 2

一般社団 3 認定NPO 1 一般社団・財団法人　※ 12

NPO 6 会社法人 2

国立大学法人 1 任意団体 5

公益財団 2 学校法人 1

公益社団 1 一般社団 11

認定NPO 1 一般財団 1

ＮＰＯ 4 有限会社 1

国立大学法人 1 合同会社 1

学校法人 1 任意 5

一般社団 3

公益財団 5

NPO 2

一般社団 5

一般財団 1

有限会社 1

合同会社 1

任意 5

『演奏年鑑2020』、日本オーケストラ連盟ホームページ、
各団体ホームページ・公演チラシより筆者作成（各団体
のウェブページは2020年11月15日最終閲覧）

（表2-1）日本のオーケストラの法人格　（表1-2　再掲）

正会員団体 全体 種類別（全体）

準会員団体

※　一般社団・一般財団法人には、非営利型と普通型が
あるが、いずれであるかは不明であるため、非営利法人
とは別にした。

非加盟団体
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受けやすくするためという理由が考えられる。例えば、日本オーケストラ連盟準会員の静岡

交響楽団は現在 NPO 法人であるが、公益財団法人化を目指し、まずは一般財団法人への移

行を進めようとしているという。その理由として、「公益に関わる活動と認められることで

行政からの継続的な補助が期待されるほか、財界や企業からの寄附金を受けられる体制に

なる」ことを挙げている11。このように寄付や公的支援といったメリットを先行団体が受け

ていることから、後に続く団体が同様の選択をしていることが考えられる。 

この他の非営利法人としては、公益社団法人が 4 団体、NPO 法人が 6 団体、認定 NPO

法人、国立、私立の学校法人傘下の団体がそれぞれ 1 団体ある。また、一般社団法人格を有

する団体は 11、一般財団法人は 1 団体あるが、これらが「非営利型法人（非営利型）」、「非

営利型以外の法人（普通法人型）」のいずれにあたるかについては不明である。上で見たよ

うに、多くのオーケストラには公益財団法人となる意思があるにもかかわらず、一般社団法

人が多いのは、公益法人や NPO 法人よりも要件が少なく、設立が容易であることに加え、

社会に対して営利企業ではないということを示すためということが考えられる。 

 また、明らかに非営利法人に含まれない団体には、有限会社、合同会社といった企業が運

営を行っている 2 団体と、任意団体の 5 団体があり、いずれも日本オーケストラ連盟には

非加盟である12。 

以上のことから、一般社団法人・一般財団法人の全ての団体が「非営利型」である場合に

は、非営利法人格を有するオーケストラ、あるいは非営利法人格を有する組織に所属するオ

ーケストラは、58 団体のうち 51 団体と、全体の約 88％を占める。反対に全ての一般財団

法人と一般社団法人が「普通法人型」である場合であっても、非営利法人格を持つ、あるい

はその組織に所属するオーケストラは 39 団体と約 67％と過半数を占める。 

なお、公益社団法人日本オーケストラ連盟の「会員の入会に関する条件」において、正会

員については、その最初に「法人格を有する非営利団体に所属するプロフェッショナル・オ

ーケストラであること」と定められているが、この中には、非営利法人格を有するプロフェ

ッショナル・オーケストラだけではなく、オーケストラ・アンサンブル金沢のように、文化

施設の運営等を担う公益財団法人石川県音楽文化振興事業団の中の組織として運営されて

いるオーケストラも含まれている。 

しかし、なぜオーケストラが非営利の法人格を有することが求められるのか、その理由は

不明である。オーケストラの経営者は、「非営利法人でないと国からの支援が受けられない」、

「公的支援を受けたいなら非営利法人になった方がよい」という13。しかし、国の支援に分

類される芸術文化振興会による支援のうち、「舞台芸術創造活動活性化事業」において、オ

ーケストラは法人格を持っていることが要件とされているものの、その種類は非営利法人

格に限定されていない。一般社団・一般財団においても「非営利型」であることは求められ

ていない14。同じく芸術文化振興会による支援のうち、「芸術文化振興基金」の「助成の対象

 
11 静岡新聞＠S（アットエス、静岡新聞インターネット版、2020 年 11 月 19 日より）。 
12 なお、アマチュア・オーケストラは楽器演奏を趣味とする人々による団体であることから、社会教育団

体に分類されることが一般的である。しかし、それらの中にも NPO 法人格を有している団体があり、静

岡県浜松市には公益財団法人格を有するアマチュア団体もある。 
13 筆者が、東京交響楽団の楽団長であった金山茂人氏や山下芳彦氏と対話した中での証言である。 
14 独立行政法人日本芸術文化振興会（2019）『文化芸術振興費補助金 令和 3 年度助成対象活動募集案内 

舞台芸術創造活動活性化事業』pp.7-8。 
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となる者」を見ると、要件を満たせば任意団体でも応募することが可能である15。自治体に

おいてもそのような例は見られる。例えば、静岡県が過去に実施していた補助金事業に関す

る『「ふじのくに交響楽団”音楽の芽“」公演事業費補助金交付要綱（2015 年 3 月）』をみて

も、「第 2 定義 （1）静岡県内に活動拠点を置くプロオーケストラ団体が実施する音楽事

業であること」と示されているのみであり、非営利法人であることや法人格の有無や求めら

れていない。 

日本のクラシック音楽の分野を見渡すと、非営利法人格を有する組織は、オーケストラの

ほかに吹奏楽団やオペラ、バレエの団体にも見られる。吹奏楽では大阪市音楽団が 2018 年

から公益社団の法人格を有し、東京佼成ウィンド・オーケストラは宗教法人に所属する団体

である16。オペラ団体の二期会と藤原歌劇団17もまた公益財団の法人格を有している。バレ

エ団体については、一般社団法人日本バレエ連盟に加盟する 9 団体のうち 5 団体が公益財

団法人格を有している。なお、吹奏楽団のうち、東京吹奏楽団やシエナ・ウィンド・オーケ

ストラが一般社団法人18、合唱では東京混声合唱団が一般財団法人19であり、日本バレエ連

盟には一般財団法人、一般社団法人が各 1 団体加盟しているが20、非営利型であるかは不明

である。しかしながら、室内楽のグループにおいては、非営利法人格によって活動している

団体はみられない21。また後で詳しく述べるが、指揮者やソリストは民間の企業である音楽

事務所から各団体に派遣されており、多くが個人事業主として生計を立てている22。さらに、

オーケストラと関係の深いクラシック音楽業界には、音楽事務所、楽譜出版社、楽器店、音

楽教室等があるが、それらはいずれも営利を目的とする会社法人によって経営をしている。 

 
15 「現代舞台芸術の創造普及に係る活動を行うことを主たる目的とする我が国の芸術団体等で、次の（1）

～（5） のいずれかに該当し、かつ、下記の実績要件を充たすもの」とするとされている。 

（1）一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人 

（2）特定非営利活動法人（NPO 法人） 

（3）上記（1）（2）以外の法人格を有する団体であって、原則として一定数以上の対象分野の実演家を擁

する団体又は劇場施設を有する団体 

（4）法人格を有しない団体（任意団体）の場合は、次の要件をすべて充たしていること 

ア 主たる構成員が実演家又は芸術団体であること 

イ 定款に類する規約等を有し、次のウ～オについて明記されていること 

ウ 団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること 

エ 自ら経理し、監査する等会計組織を有すること 

オ 団体活動の本拠としての事務所を有すること 

カ 令和 2（2020）年 11 月 1 日現在、団体設立後、1 年以上の芸術活動実績を有すること 

（5）責任を持って活動を遂行する能力と意欲を有する実演家のグループ（音楽分野の室内楽及び舞踊分野

の活動を行うものに限る。） 

独立行政法人日本芸術文化振興会（2020）『令和 3（2021）年度助成対象活動募集案内 舞台芸術・美

術等の創造普及活動 現代舞台芸術創造普及活動（音楽・舞踊・演劇）』p.17。 
16 立正佼成会に属する団体である。 
17 2020 年 8 月現在、二期会は公益財団東京二期会、藤原歌劇団の法人としての名称は、公益財団法人日本

オペラ振興会である（両団体ホームページによる）。 
18 シエナ・ウィンド・オーケストラの法人格は、一般社団法人ジャパン・シンフォニック・ウインズであ

る（同団体ホームページによる）。 
19 法人名は、一般財団法人合唱音楽振興会である（同団体ホームページによる）。 
20 残りの 1 団体は任意団体とみられる。 
21 例えば子供達への音楽教育を目的する非営利法人の活動として、室内楽による演奏をするということは

あるが、演奏者のグループそのものが非営利法人格を持っている団体は見られない。 
22 なお、日本オーケストラ連盟加盟団体においても、楽団員が給料制でない場合には各自が個人事業主と

なっている団体がある。 
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以上のように、オーケストラの多くは公的支援や民間からの支援を受けやすくするとい

う意図から、非営利団体、あるいは公益法人であることが理想的であると考えられているよ

うであるが、実際には、公的支援の制度においてそのことは必ずしも求められていない23。 

 

2.4 「非営利」、「プロフェッショナル」による誤解 

2.4.1 非営利団体に対する世間の誤解 

非営利団体は、「利潤を関係者に分配しない組織」である。しかし、冒頭で述べたように、

日本では非営利団体に対して「利益を上げてはいけない団体」、「利益を内部留保してはいけ

ない団体」といった、いくつかの誤解が日常的にみられる。多くが非営利法人格を有するオ

ーケストラに対しても例外ではない。 

非営利に対して正しい理解が得られていない要因として、「営利に非ず」と記す言葉によ

って、営利ではないから利益を上げてはいけないというイメージが広まったことが指摘さ

れていることも多い。日本の NPO 法人が、1995 年の阪神淡路大震災におけるボランティ

アや義援金のとりまとめ組織に法人格を与えるということがきっかけとなったことから、

「非営利＝ボランティア＝利益を上げてはいけない」といった誤解が拡がったことも考え

られる24。 

また、オーケストラに限れば、音楽家に対する歴史的な背景によるイメージがあり、これ

が非営利であることに対する誤解につながっているとも考えられる。日本の音楽は、稽古事

であったという歴史的背景があったことに加えて、明治初期に西洋音楽が導入され、それを

学ぶものは裕福な家庭の子女も多かった。そのため、現代においても、音楽を生業にしてい

る人々に対して、「裕福な人が趣味としてするようなもの」、「習い事の延長」といったイメ

ージを持つ人々も少なくない25。そのためオーケストラに対しても「裕福な人たちが無料で

提供してくれるもの」、あるいは以下で見るように「利益を求めてはいけない人達」といっ

た誤解が広がっていることがある。 

以上で述べたよう背景については、いずれも推察に留まるが、これらの誤解がオーケスト

ラの活動に影響を与えていることは事実である。そこで、以下では、学校や自治体、文化施

設、金融機関、国との関係における非営利団体であるプロフェッショナル・オーケストラに

対する誤解と、それに伴う影響について事例をみていきたい。 

 

2.4.2 オーケストラが非営利であることに対する誤解 

オーケストラによっては学校から、無償や交通費程度の金額による演奏依頼があるとい

う。学校側がこのような依頼をすることについて、「オーケストラは非営利団体だから」、「教

育現場なのでボランティアで演奏してください」という理由を述べるというが26、これは、

 
23 しかし、支援先を決定する上で、営利を目的とする企業や任意団体よりも、公益法人格や非営利法人格

を有している団体が有利になる可能性については、その法人や組織の性格考えられることである。 
24 NPO 法人の基礎知識 ウェブページ 

神戸新聞 NEX「データで見る阪神・淡路大震災」l 
25 例えば、「舞台で燕尾服、ロングドレスで演奏しているお坊っちゃま、お嬢ちゃまというのは、日頃は薄

汚い格好をしているが実は正真正銘の『リッチで華麗なる一族』の一員にほかならない」というものも

ある（金山 2007：103）. 
26 シンフォニエッタ静岡楽団長植田明美氏へのインタビューによる。なお、同楽団はこれらの依頼は受け
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非営利であることに対する誤解に加え、本来は提供する側の自発性が求められるボランテ

ィアに対する誤解も加わっていることが推察される。 

低額な報酬での依頼は文化施設における演奏会においても見られる。オーケストラは、文

化施設の指定管理者や、文化施設の所有者である自治体等から、1 人あたり 1 日数千円から

1 万円程度という報酬での演奏を依頼されることがある。一方で、オーケストラと同じ舞台

上で働く、民間企業に所属する舞台スタッフは 1 名あたり 1 日 3 万円以上の報酬となって

いることも少なくない27。例えば、オーケストラの演奏家の報酬が 1 人 1 日 1 万円、舞台ス

タッフが同じく 3 万円として比べた場合、共に 3 日間仕事をすると、6 万円の差がうまれる

ことになる。オーケストラの演奏家たちは、舞台スタッフと拘束される時間や労働条件が大

きく異なることはない。演奏家はこれに加え、各自、自宅での練習にも時間を割いているこ

とが多く、労働時間としてはむしろ舞台スタッフよりも長いとも考えられる。このようなこ

とが起きる要因として、舞台スタッフが所属する組織が利益を求める民間企業であること

に対し、オーケストラは非営利団体であり、利益をあげる必要がないから最小限の報酬で構

わないと考える依頼主が決して少なくないことが挙げられる28。 

オーケストラとの接点は少ないが、金融機関と信用保証協会においては、次のような事例

がある。民間企業に対しては、創業時の支援制度や、資金が必要となった場合に融資を受け

ることのできる制度がある。しかし、非営利法人が金融機関から融資を受けることは難しい。

その理由として、各都道府県にある信用保証協会を利用できないことが挙げられる。例えば

静岡県信用保証協会は、非営利法人を「利益を上げてはいけない法人」とみなしている。そ

のため、「利益を上げてはいけない法人であるから、融資をしても返済できない。だから融

資することができない」と説明する。もちろん、これは非営利法人に対する誤解であるが、

「信用保証協会のルールとして決められていることであることから、誤解であったとして

もそれを解くことは難しい」という説明も行われることがある29。しかし、信用保証協会も、

信用保証協会法に基づく認可法人であり、法人税法上では「非営利型法人」の一般社団・一

般財団法人と同じく、「法人税法別表第 2」の「公益法人等」にあたる非営利団体である。

2015 年 10 月 1 日より「株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改

正する法律」が施行されることに伴い、NPO法人に限り、事業資金にかかる融資について

は信用保証制度を利用できるようになったが30、その他の非営利法人については未だ対象と

なっていない。そのため、NPO法人以外の非営利法人が、金融機関から融資を受けようと

する場合、理事や関係者個人の財産を担保にするしかないという現状がある31。 

 

2.4.3 オーケストラ自らの誤解 

オーケストラが非営利団体であることに対する誤解は外部からだけはなく、オーケスト

ラ内部にも存在する。例えば、2020 年の新型コロナウィルス感染症（Covid-19）によって

 
ていない。 

27 静岡県内の文化施設で舞台管理を行っている会社の役員に対するインタビューによる。 
28 静岡県内の文化施設職員、自治体職員へのインタビューによる。 
29 静岡県信用保証協会、焼津信用金庫、しずおか焼津信用金庫、静岡銀行、スルガ銀行の職員へのインタ

ビューによる。 
30 栃木県信用保証協会ホームページ、静岡県信用保証協会「NPO 法人に対する保証取扱い開始について」 
31 焼津信用金庫、静岡県信用保証協会職員へのインタビューによる。 
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オーケストラの活動が停止された際に、公益社団法人日本オーケストラ連盟は、「オーケス

トラの多くは公益財団法人ないし公益社団法人であるため、収入と支出を均衡させなけれ

ばならない『収支相償の原則』で運営されており、利益を蓄えておくことができません」と、

オーケストラへの支援を訴えた32。また、札幌交響楽団顧問の市川雅敏氏は「税制の優遇措

置がある公益財団法人の縛りが足かせになっていて内部留保が持てず、ぎりぎりのところ

で運営している」と苦境を訴えたことが報じられている33。これら 2 つとは若干異なるが、

東京交響楽団も「収支相償が義務づけられている公益財団法人のシステムでは、内部留保が

非常に少ない状況で運営せざるを得ず、今回の様な状況に自助努力だけで対応していくこ

とは非常に困難」と公益法人における問題点を述べている34。 

このように、オーケストラは公益法人であるために内部留保が持てない、あるいはわずか

にしか持てないと認識されていることも少なくないが、制度上は事業の発展に必要なもの

について内部留保を持つことは認められている。以前の公益法人法においては、1 年間の事

業費の 30％程度以下であることが望ましいとされていたが35、現在の制度においては、1 年

間分の公益目的事業費相当額を上限として保有することができるとしている（内閣府 2013）

36。例えば、札幌交響楽団の 2019 年度決算報告書のうち、正味財産増減計算書から公益目

的事業会計をみると、事業費には 9 億 5026 万 5649 円が計上されていることから、この費

用までの内部留保が認められているということである。 

確かに内閣府の資料37によれば、収支相償とは「公益法人が利益を内部にためずに、公益

目的事業に充てるべき財源を最大限活用して、無償・格安でサービスを提供し、受益者を広

げようとするもの」であり、「公益法人が受けている税制優遇の重要な基礎」であるとされ

ている。しかし、将来の公益目的事業の拡大、公益目的に使用する建物の修繕積立金、公益

目的に使用する什器備品の購入のように、中長期的に収支が均衡されれば収支相償を満た

すことから、翌年度までに無理に費消しなければならないというものでもないと説明され

ている。 

これらのことから、「公益財団法人のシステムでは、内部留保が持てない」といった見解

は、公益法人の制度に関する正確ではない認識に基づくものと考えられる38。 

このように、日本における音楽家が持つ歴史的背景に加え、「非営利」の営利に非ずとい

う言葉によって、非営利団体は「利益を得てはいけない団体」といった誤解はオーケストラ

 
32 日本オーケストラ連盟ウェブページ、2020 年 4 月 6 日。 
33 しんぶん赤旗電子版、2020 年 4 月 2 日。 
34 公益財団法人東京交響楽団ウェブページ、2020 年 4 月 8 日。 
35 『「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」について』より（内閣府 1996：17）。 
36 『新たな公益法人制度への移行等に関するよくある質問（FAQ）』には、「問Ⅴ‐４‐①（遊休財産額）

現在の指導監督基準にある内部留保は事業費等の 30％以下という規制は、今後どうなるのでしょうか」

に対し、「答２ 公益法人に移行した場合には、特に使途が定まっていない財産として遊休財産額を計算

し、一年分の公益目的事業費相当額をその保有の上限とする遊休財産額の保有の制限が認定基準として

設けられており(公益法人認定法第 ５条第９号)、この基準を満たす必要があります」と示されている（内

閣府 2013：196）。 
37 内閣府「公益法人の『収支相償』について」 

https://www.koeki-info.go.jp/administration/pdf/syushisosyo.pdf 
38 これは、公益法人の制度の問題ではなく、あとで見ていくように、オーケストラが「儲け損なうビジネ

ス」を行い、多くのオーケストラが公的支援に頼っていることから、内部留保するだけの財政的余裕が

ないという問題があることも考えられる。 
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の外部に存在するばかりではなく、内部にも存在することが推察される。 

 

2.4.4 オーケストラがプロフェッショナルであることに関する誤解 

オーケストラには非営利であることの誤解だけではなく、「プロフェッショナル」という

言葉によって起きる誤解もある。クラシック音楽分野においては、アマチュア団体において

も NPO 法人格や公益財団法人格を取得している団体があること、また、演奏会において入

場料金を鑑賞者から受け取っていることから、プロとアマチュアの境界がはっきりしない

といわれることもあるが、プロフェッショナルとは、専門家、ある物事を職業として行い、

それで生計を立てている人のことをいう。この「プロフェッショナル」という言葉の持つ意

味や、鑑賞者から入場料を得ていること、民間支援、公的支援を受けていることから財政的

に安定しているといった理由から、非営利法人格を有していたとしても、以下のように「営

利を目的とする団体」と見られることもある。 

例えば、オーケストラが公立の文化施設を利用するにあたり、「プロの団体は収入を得て

生計を立てているから、非営利法人格を持っていても、会場利用に当たっては営業行為にあ

たる」として、公立の文化施設のリハーサル室等を利用する場合に、営利を目的とする企業

が利用する場合に「営業行為等」として定められている加算料金を請求されることがあると

いう39。また、第 5 章で述べるが、オーケストラが出版社から楽譜を借りるレンタル楽譜制

度において、プロ・オーケストラは、アマチュア団体の最大 2 倍のレンタル料金となってい

る40。この料金差について、出版社はいずれも「プロの団体は来場者から入場料をとること

から、営利を目的として高い料金としており、アマチュア団体は趣味の活動で非営利なので

安い料金にしている」と説明する41。プロの団体が非営利法人格を有していることは関係な

く、入場料を得ることは営利目的であるとする一方で、アマチュア団体が入場料をとっても

営利とは考えず、趣味の活動が非営利であるという認識を持っている。また、「プロの団体

は、多額の公的支援を受けており、財政が安定しているから高い料金設定としている。アマ

チュア団体は公的支援も得られず自分たちが費用を持ち出して演奏会をしているから安い

料金設定としている」と説明をする出版社もある42。このように、プロの団体の全てが多額

の公的支援を受けているといった誤解もみられる。 

 

2.4.5 ダブル・スタンダードの存在 

以上のように、非営利法人格を有して活動を行っている団体が多いプロフェッショナル・

オーケストラには、非営利団体であることや、プロフェッショナルの団体であることによっ

て、「利益を得てはいけない団体」であると見なされることがある一方で、「利益を得る団体」

と見られることもあるといったように、相手の都合によって使い分けられるダブル・スタン

ダードがある。このダブル・スタンダードは、一般社団・一般財団法人の「非営利型」の団

体に対する制度においても見られる。 

 
39 シンフォニエッタ静岡楽団長植田明美氏へのインタビューによる（2016 年）。 
40 出版社や代理店によって異なるが、いずれも原則としてアマチュア団体よりもプロのオーケストラの料

金は高額に設定されている。 
41 レンタル楽譜を取り扱う出版社各社へのインタビューによる。 
42 ショット・ミュージック株式会社代表取締役社長横田敬氏へのインタビューによる（2018 年 12 月 16

日、昭和音楽大学にて）。 
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法人税法の上では、公益法人格のオーケストラは「公的法人等」として扱われる。公益法

人のオーケストラが定期演奏会を公益目的事業としていれば、その入場料収入は公益目的

事業として課税対象外（非課税）となる。一方で、公益目的事業以外の収益事業から得られ

た所得に対しては課税される（国税庁 2014：1、図 2-1）。これに対し、一般社団法人・一般

財団法人のうち、普通法人型は、法人税法上「普通法人」として扱われ、株式会社等と同様

に全ての所得に対して課税される。また、一般社団法人・一般財団法人のうち非営利型は、

法人税法上「公益法人等」として扱われ。図 2-1 では「課税対象外」となるものが半分程度

あるように示されている。しかし、「法人が行うすべての事業」に課税対象外と課税対象が

あるとされているだけで、公益法人のように「公益目的事業」は「課税対象外」とは示され

ていない。そのため、公益法人では非課税となる入場料収入が、税法上同じ「公益法人等」

であり、同じ費目でありながら、一般社団法人・一般財団法人では、課税対象とされるとい

った事例がある43。 

 

図 2-1 公益法人・一般社団法人・一般財団法人の法人税法上の取り扱い 

 

出典：国税庁（2014）『一般財団法人・一般財団法人と法人税』p.1 

 

既に述べたように、公益法人と一般社団・一般財団のうち非営利型は、法人税法上「公益

法人等」として同じ扱いとなっている。国税庁の資料（2012）において、公益法人について

は、公益認定を受ける際に、公益目的事業として記載された公益目的事業が非課税となると

記されているが44、非営利型の一般社団・一般財団にはその記載はない。関連する別の国税

庁の資料（2014）には、非営利型の一般社団・一般財団にも課税対象外となるものがあるよ

 
43 非営利型の一般社団法人であったシンフォニエッタ静岡楽団長植田明美氏へのインタビューによる

（2017 年 3 月 1 日焼津市同楽団事務局にて）。 
44 原文は次のとおりである。「行政庁は、公益認定をしたとき（特例民法法人にあっては、公益認定を受け

て移行の登記をし、その旨の届出があったとき）には、その旨を公示することとされています（公益法

人認定法 10、整備法 108）。この公示の際には公益認定を受けた法人に係る公益目的事業が記載されま

すので、この記載された公益目的事業が非課税となります」（国税庁 2012：8） 
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うに示しているが（国税庁 2014：1）、非営利型の一般社団・一般財団は、条件を満たせば

特段の手続きを踏むことなく公益法人等である非営利型法人となる（国税庁 2014：2）。そ

のため、公益法人のように、公益認定されることも、公示の際に公益目的事業が記載される

こともないことから、非課税として認められる機会がないといえる。そのため非営利型の一

般社団法人・一般財団法人の所得はいずれも、あるいはその大半が課税対象となると考えら

れる。また、公益法人等の収益事業から生じた所得は、法人税の課税対象になるとして、34

の事業が定められており（国税庁 2014：3）、そのひとつに「興行業」があることから、こ

れが当てはめられている可能性も考えられる。なお、非課税であると考えていた所得に課税

されるといったことは NPO 法人においても起きているという証言もある45。 

以上のように、法人税法において、同じ「公益法人等」とされていながらも、公益法人に

おける公益目的事業費は非課税であることに対して、非営利型の一般社団法人・一般財団法

人が公益目的として事業を実施したとしても、課税対象になるというダブル・スタンダード

も存在しているという事例が見られた46。 

 

2.5 非営利法人格を持たないオーケストラ 

ここまでは非営利法人格を持つオーケストラを見てきたが、非営利法人格を持たないオ

ーケストラの事例も少なくない。ロンドン交響楽団は、1904 年にイギリスで初めて楽員に

よる自主運営のオーケストラとして設立された。設立当初より楽員を株主とする非公開の

株式会社の形態をとっており、楽員として入団すると株式を保有することになっている。言

うまでもなく株式会社は株主の利益のために事業を行うという性質がある。株主である楽

員が自らの利益のために活動を行うということから考えると、楽員による自主運営のオー

ケストラには相応しい方法のひとつといえる。 

日本オーケストラ連盟には非加盟の団体であるシンフォニエッタ静岡は、2005 年に任意

団体として設立し、公演の依頼主との契約や、海外から演奏家を招聘する際の事務手続き等

を円滑に行うために 2008 年に設立された音楽事務所である合同会社シンフォニエッタが

運営を担当するようになった。その後、日本のオーケストラ連盟正会員団体の楽団長を務め

ていた複数の人物から、「非営利法人でないと助成金が受けにくい」という助言を受け、2014

年に一般社団法人格を取得し、音楽事務所から独立した。しかし、非営利性を徹底した非営

利型の一般社団法人47としていたにもかかわらず全ての収入が課税対象とされた。また、前

述の事例のように、「非営利団体は利益を得てはいけない団体だから」といった理由によっ

て不当に低い金額で出演を依頼されること、信用保証協会を利用した金融機関からの借入

れができないといったことなど、非営利法人としてのメリットがほとんどなかった。このこ

とから、2019 年 12 月に一般社団法人を解散し、再び民間企業である音楽事務所による運

営に変更し、多くの企業と同様に利益を追求しながらも社会的役割を担っていくという方

 
45 特定非営利活動法人静岡交響楽団事務局長前田衛氏へのインタビューによる（2017 年 3 月 29 日静岡

市内同楽団事務局にて）。 
46 しかし、これは当該団体の担当税務署の解釈である可能性も否定できないことから、全ての団体に対し

て当てはまる事例であるかについては検討が必要である。 
47 上では議論に不要であったことから触れなかったが、非営利型の一般社団法人・一般財団法人には、法

人税法において、非営利性が徹底された法人と共益的活動を目的とする法人の 2 つがある（国税庁 2014：

2）。 
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針に転換した48。 

また、東京交響楽団には関連組織としての株式会社が存在した。東京交響楽団の法人格は

公益財団法人であり、以前の公益法人法においても財団法人であった49。しかし 1988 年に

飲食店グループ「すかいらーく」の代表取締役会長（当時）である横川端が理事長に就任し

たことから、すかいらーくによる支援が行われるようになった。その一環として、「株式会

社すかいらーく東京交響楽団」が設立され、同社がすかいらーくグループ企業の利益をもと

に、資産運用を行うなどして財団法人を支援する方法がとられた。しかし、株式会社の性格

として相応しくないと財務省からの指摘があり、同社は 2003 年に解散した。その後はすか

いらーく本体が財団法人を直接支援するようになった。株式会社設立後も楽団員は財団法

人に所属していたことから、楽団員の待遇面が変わることはなかったが、バブル景気崩壊後

の厳しい社会情勢の中においても、楽団はこの期間、充実した活動を展開することができた

50。 

ここで述べた例からも明らかなように、オーケストラは非営利団体でなければ活動でき

ないという訳ではない。世界的にも著名な団体であるといえるロンドン交響楽団は、創設当

初から株式会社として、100 年以上の歴史を持ち、株主である楽団員自らの利益のために活

動することが成功している例といえよう。一方で、規模の小さい団体であるシンフォニエッ

タ静岡は、非営利法人であることによるメリットがないとして、再び会社法人である音楽事

務所の傘下の組織として活動することを選択した。また、団体の運営には直接関与していな

いが、オーケストラの財政支援を目的とした株式会社が関連組織として存在した東京交響

楽団には、民間支援を安定的に受けるための株式会社が存在した。仮に、この株式会社が運

用して得た資金によってオーケストラを直接運営し、安定的に維持することが実現できて

いれば、画期的な事例となったことであろう。 

 

2.6 まとめ 

本章では、日本のプロ・オーケストラが非営利団体として活動することの意義について検

討した。現在、日本のプロ・オーケストラ 58 団体のうち、39～51 団体が非営利法人格を有

し、このうち 30 団体が公益法人格を取得している。また、その他の 28 団体の中には、こ

れから公益法人格の取得を目指す団体もある。 

オーケストラはメリットがあると考えて非営利法人格、さらには公益法人格を取得して

いるようではあるが、非営利やプロフェッショナルといった言葉によって誤解を受けるこ

ともあり、それらの事例からダブル・スタンダードの存在が浮かび上がってきた。このダブ

ル・スタンダードを用いるのは、自らも非営利団体である場合が多いことや、オーケストラ

は自らも公益法人に関して正しい知識を有していない可能性がある事例も見られた。また、

非営利型の一般社団法人・一般財団法人に対する法人税法上に問題点があることも見られ

た。このように、非営利団体や公益法人の一員であっても、非営利団体や公益法人に関して

 
48 シンフォニエッタ静岡楽団長植田明美氏へのインタビューによる（2020 年 2 月 29 日焼津市同楽団事務

局にて）。 
49 設立は 1946 年。1956 年に財団法人格を取得。財政難のため 1964 年に財団法人を解散し、楽員による

自主運営となる。1980 年に財団法人格を再度取得している。 
50 ラジオ深夜便（2008 年 5 月 16 日放送）当時の楽団長であった金山茂人氏による。当時同楽団に在籍し

た楽団員池田肇氏へのインタビューによる（2020 年 4 月 6 日）。 
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正しい知識を持っているとは言い難い。 

オーケストラが非営利法人格あるいは公益法人格の取得を目指す理由として、税制優遇

措置や公的支援の獲得といったメリットがあることが関係者からの証言や資料から推察さ

れた。しかし、継続的な公的支援や民間からの支援を受けやすくするために公益法人化する

という考え方がオーケストラ側にあるとすれば、「民間非営利部門の一翼として様々な民間

公益活動を担っており、社会を支える重要な役割」として、「公益の増進を図ることを目的」

とする公益法人に本来求められている姿とは異なるとも考えることができる。 

日本オーケストラ連盟の正会員団体に調査を行ったつばさプロジェクト（2017）は、「オ

ーケストラという団体は、市場原理に基づいて一定の収益を生み出すという形で経営して

いかなければならないと同時に、文化団体として公益性を担保・促進していかなくてはなら

ない非営利組織である」と定義づけている。しかし、あとで見ていくように、日本のオーケ

ストラの置かれている環境や、公的支援制度の実態から考えると、オーケストラは必ずしも

非営利法人格、公益法人格を有する必要性があるとは言い切れない。 

オーケストラの鑑賞者や鑑賞者になり得る世間の人々にとって、公益財団法人のオーケ

ストラと一般社団法人のオーケストラ、あるいは、公益法人格を持ったオーケストラと株式

会社であるロンドン交響楽団のようなオーケストラの法人の目的の違いによって、演奏そ

のものの評価が変わることはないであろう。鑑賞者がオーケストラを鑑賞する上で求める

ことは、優れた技術を伴った演奏によって、安らぎや活力を得られることではないだろうか。 
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公益・一般法人 ONLINE 『【特集】公益法人制度に対する世間の誤解』出口正之 2020 年 4 月 15 日 

http://koueki.jp/online/200401-t0/ 

神戸新聞 NEXT（ウェブページ）「データで見る阪神・淡路大震災」http://www.kobe-

np.co.jp/rentoku/sinsai/graph/p6.shtml 

シエナ・ウィンド・オーケストラ https://sienawind.com/ 

しんぶん赤旗電子版 2020 年 4 月 2 日 

 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik20/2020-04-02/2020040206_04_1.html 

東京交響楽団 2020 年 4 月 8 日 http://tokyosymphony.jp/pc/top 

東京混声合唱団 https://toukon1956.com/ 

東京吹奏楽団 http://tousui.luna.weblife.me/profile/index.html 

東京二期会 http://www.nikikai.net/index1.html 

栃木県信用保証協会 2015 年 9 月 30 日特定非営利活動法人（NPO 法人）の保証取り扱いについて 

https://www.cgc-tochigi.or.jp/info/important/2015/1125 

内閣府 公益法人制度と NPO 法人制度の比較について 

https://www.cao.go.jp/others/koeki_npo/koeki_npo_seido.html 

内閣府 NPO ホームページ 認定制度について 

http://www.npo-homepage.go.jp/about/npo-kisochishiki/ninteiseido 

ナレッジワーカーズインスティテュート株式会社 『複業が当たり前になる～「複役社会」を考える 非

営利組織編 第八回：複業時代に企業はどう変わるのか？ 非営利組織編』2020 年 1 月 10 日 

https://www.kw-

inst.com/2020/01/10/%E8%A4%87%E6%A5%AD%E3%81%8C%E5%BD%93%E3%81%9F%E3%82%

8A%E5%89%8D%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B-%E8%A4%87%E5%BD%B9%E7%A4%BE

%E4%BC%9A-%E3%82%92%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B-%E9%9D%9E%E5%96%B6%E5

%88%A9%E7%B5%84%E7%B9%94%E7%B7%A8/ 

一般社団法人日本バレエ団連盟 http://japan-ballet.com 

藤原歌劇団 https://www.jof.or.jp/ 

ロンドン交響楽団 https://lso.co.uk/orchestra/history/chronology-alt/1900s.html 
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第 3 章 公演形態による収支構造の違い 

3.1 はじめに 

 オーケストラに関する公的支援制度について考察を進めていくためには、オーケストラ

の基礎的な情報を確認しておく必要がある。まず、オーケストラの収支構造についてみてい

こう。 

オーケストラの収支構造に焦点を当てた研究はこれまでにも行われているが、その多く

は、ひとつ、あるいはいくつかのオーケストラを対象とし、それらの団体の特徴から、平均

的な収支構造を明らかにしようとしてきた。しかし、オーケストラの経営問題に対し、より

望ましい支援の構造を検討するには、オーケストラの経営に影響を与える要因を明らかに

して行く必要がある。そのなかでも、実施主体によって異なる公演の種類があるということ

は、オーケストラの特徴のひとつである。 

そこで本章では、より効果的な公的支援の方法を検討するため、先行研究によって明らか

にされてきたオーケストラの収支構造とその算出方法を踏まえ、日本のオーケストラの実

態に則した、より詳細な収支構造を明らかにする。 

この目的を達成するために、まず、日本のオーケストラが公表しているデータから、年間

を通じた収入の概要を把握した後、詳しいデータを得ることができた 2 つのオーケストラ

の自主公演である、定期演奏会における収入の最大値を算出する。次に演奏会にかかる費用

について、先行研究のうち、鑑賞者 1 名あたりにかかる費用を算出したボウモル&ボウエン

の手法をとり、日本のオーケストラが鑑賞者 1 名にかけている費用を算出し、それらの費

目とかかる費用の概要について把握する。その上で、2 つのオーケストラの自主公演会場の

座席数をもとにした収支と、年間の来場者数をもとに算出したボウモル&ボウエンの手法に

よる収支を比較する。そして、日本オーケストラ連盟加盟団体の公的支援を含む場合と含ま

ない場合による財政力指数を算出することで、日本のオーケストラ個別の財政力について

確認していく。主に、年間を通じた収支構造の概要を確認した後、オーケストラにおける公

演の種類と、それぞれの収支構造の特徴を把握していく。 

 

3.2 1960 年代アメリカと 2000 年以降の日本におけるオーケストラの収支構造の分析 

これまで、オーケストラの収支構造について、アメリカでは 1960 年代から、日本では

2000 年代に入ってから詳しく研究されるようになった。 

トフラーは、『文化の消費者』の中で、アメリカのオーケストラの収支について、「1250

団体の運営に 3000 万ドルがかかり、チケットの売り上げ、レコードの著作権料、プログラ

ム広告などから 1600 万ドルしか稼げない。残りの 1400 万ドルはパトロンから集められる

補助金で、必要とされる補助額は増える一方である」とまとめている。その具体例として、

アメリカのビッグ 5 と呼ばれるトップ 5 団体のひとつであるニューヨーク・フィルハーモ

ニックの収支について触れ、「1962／63 シーズン中の全コンサートは、全席売り切れだっ

た。それでも売り上げは 130 万ドルだけだったが、これに対して総経費は約 200 万ドルで

あった。放映料と著作権料から 40 万ドルほどを得たが、それでも損失を埋め合わせるため

にパトロンに 30 万ドルの支援を求めなければならなかった」と、支援を必要とするオーケ

ストラの実態を明らかにしている。（トフラー1964：172-173）。 

実演舞台芸術団体の鑑賞者に対して焦点をあてたトフラーの後に、実演芸術団体そのも
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のに焦点をあてたボウモル&ボウエン（1966）は、「黄金期」と呼ばれた 1960 年代のアメ

リカのオーケストラを研究の対象とした。ボウモル&ボウエンは、オーケストラの財政状態

を知るために、アメリカのビッグ 5 の 5 団体とメジャーと呼ばれる 25 団体、それぞれのグ

ループに分類された団体の年間費用の合計から、1 団体あたりの年間平均費用を示した。次

に、その 1 団体あたりの年間平均費用を各団体の年間公演数の平均値で除して 1 公演あた

りの平均費用を導き出した。さらに 1 公演あたりの平均費用を各団体が本拠地とするホー

ルの客席数の平均値で除して、1 席あたりにかかる費用の平均額を導き出した。収入につい

ても同様の推計を行い、ビッグ 5 の所得不足は総経費の 32％、メジャー25 団体では約 50％

が不足していることを明らかにした。 

日本のオーケストラを対象とした収支構造に関する研究では、日本のオーケストラの組

織運営について論じる中で、フランス、アメリカとの比較分析を通じて日本のオーケストラ

の特徴と問題点を抽出し、収入の構造によって 3 つのタイプに分類した大木（2004）、オー

ケストラ・アンサンブル金沢の財務状況からオーケストラの持続可能性について論じた潮

（2014）がある。 

大木は、フランス、アメリカのオーケストラとの比較するために、1999 年当時の日本の

オーケストラのうち、24 団体の収入構造と助成金の出所、及びその比率により、パトロン

型、独立事業型、地方型の 3 つに分類した。パトロン型は、「しっかりとした親企業を持っ

たタイプ」として、NHK や読売グループといった母体となる組織からの助成が中心となる

2 団体と、自治体が主体となって設立・維持されている東京都と京都市の 2 団体の、計 4 団

体がこれに当てはまるとしている。独立事業型には、「事業収入が主な財源」であり、助成

比率が少ない、東京都内 6 団体と愛知、大阪の各 1 団体の計 8 団体が分類されている。地

方型には、「地方自治体からの助成が強い」団体として、大阪、名古屋、札幌、金沢など、

全国の地方都市で活動する 12 団体が分類されている。支出に関してはほとんど触れられて

おらず、演奏家の人件費の割合が高いこと指摘するに留めている（大木 2004：194-197）1。 

潮は、自治体が主導して設立したオーケストラ・アンサンブル金沢の 2008～2013 年の財

務状況について、日本オーケストラ連盟に加盟する他の正会員団体と比較しながら、その特

 
1 この 3 つの分類は、「助成金の出所と比率による」としているが、「公的助成率」は記されているものの、

民間支援の助成比率は示されておらず、民間支援の金額と推察される助成額のみが示されている。 

また、公的助成比率が 66.8％の東京都交響楽団と、自治体が直接費用を負担していることからその数値

が不明な京都市交響楽団は「パトロン型」に分類され、大阪府を中心とする公的支援比率が 70.3%であ

る（当時の）大阪センチュリー交響楽団は「地方型」に分類されている。また、大阪フィルハーモニー

交響楽団についても、その数値からみると「地方型」ではなく、「独立事業型」に分類されることが適当

だと考えられる。 

その他の団体の数値も見直すと、この分類は「パトロン型」と「独立事業型」の 2 つに分けられ、それ

ぞれの中に、大都市型あるいは東京型と地方型があるものと考えられる。 

さらに、日本のオーケストラは事業収入を基盤としていることの根拠は、京都市交響楽団を除いた 23 団

体の公的助成率の平均が 30.66％、事業収入率が 55.28％であることだと推察される。しかし、公的助成

率の平均値以上の団体数は半数以上の 12 団体（数値は明らかにされていないが、自治体が直接費用を

負担している京都市交響楽団も含めれば 13 団体）、事業収入比率の平均値以上の団体数は 8 団体である

ことから（読売日本交響楽団は読売グループからの支援を事業費に計上していたことから除外した）、日

本のオーケストラの財政が事業収入を基盤としていると結論付けることには疑問が残る（大木 2004：

196、図表 6-16）。 

なお、大木は、公的助成率と事業収入率の平均値による差が 24.62 ポイントあるとしているが、中央値

を算出すると、公的助成率は 35.0％、事業収入率は 47.1％と 12.1 ポイント差となる。 
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徴を示した。その結果、自治体支援比率の高いオーケストラ・アンサンブル金沢は、安定的

な「演奏で稼ぐ力」の確保と民間支援の増強が課題であると指摘している。その上で、オー

ケストラ業界全体の持続可能性については、バランスの良い安定した収入源の確保が不可

欠であり、演奏収入を増やすには単価2を上げるか客数を増やす必要があるとしている（潮

2014：201、210）。 

これらの先行研究が共通して明らかにしているのは、オーケストラは満席になっても赤

字に陥りやすいものであることから、支援を必要とする状態におかれているということで

ある。日本のオーケストラについては、公的支援も重要ではあるが、民間支援を含め、自ら

の力で収入を獲得していくことが重要であることが指摘されている。ただし、これらの先行

研究はいずれも年間を通じた収入の総額と支出の総額によって検討され、オーケストラへ

の支援の必要性が議論されている。 

 

3.3 演奏会における収入と支出 

上で見たように、これまでのオーケストラに関する研究においては、年間の総収入と総支

出を対象として分析するのが典型的な手法であった。日本オーケストラ連盟が公開する資

料においても、収入の内訳は、演奏収入、民間支援、公的支援、助成団体、その他の 5 つに

分類されているものの3、支出については総額が示されているだけである。また、日本のオ

ーケストラ、各団体が公表している財務諸表を見ても、後述するような費目ごとの支出が示

されている団体はなく、また、公演の種類によって収入と支出がどのように異なるかという

ことも明確には示されていない。 

図 3-1 は、日本オーケストラ連盟に加盟する正会員 25 団体の 2017 年度における事業活

動収入 252 億 3570 万 9 千円の内訳（表 3-1）を表したグラフである4。 

 

 
2 チケットの単価と依頼公演の委託料の単価であると推察される。 
3 公的支援は、文化庁・基金と地方自治体に分けて示されている。 
4 正会員 25 団体の 2017 年度の年間収入は、平均約 10 億円である。最も収入を得ている団体は NHK 交

響楽団で約 29.7 億円、最も少ない団体は東京ニューシティ管弦楽団で約 1.5 億円である。準会員 11 団

体の平均は約 1 億円であり、最も多い団体は中部フィルハーモニー交響楽団の 2 億円、最も少ない団体

は奈良フィルハーモニー管弦楽団の約 3 千万円である（日本オーケストラ連盟 2019 より）。 

（表3-1）2017年度日本オーケストラ連盟正会員 収入の内訳（25団体の合計額）

（文化庁・基金） （地方自治体）

13,569,299¥      3,273,295¥     1,468,538¥       4,801,432¥     1,523,398¥     599,747¥     

演奏収入 民間支援
公的支援　　

助成団体 その他

『日本のプロフェッショナル・オーケストラ年鑑　2018』
日本オーケストラ連盟（2019）を基に筆者作成
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図 3-1 2017 年度日本オーケストラ連盟正会員 25 団体の収入の内訳 

 

『日本のプロフェッショナル・オーケストラ年鑑 2018』日本オーケストラ連盟（2019）を基に筆者作成 

 

あとで詳しく述べるが、オーケストラには自主公演と依頼公演がある。オーケストラにと

って自主公演ではチケットの販売による入場料収入が主な収入源となるが、依頼公演にお

いては依頼主から支払われる委託料5のみが収入となる。図 3-1 のうち、「演奏収入」には、

この 2 種類の収入が合算されていることから、それぞれの収入の比率は不明である。また

自主公演における入場料収入と依頼公演による委託料も明らかにされていない。 

オーケストラの入場料収入がどの程度の金額になるのか、座席区分とその座席数が公表

されているオーケストラの自主公演を仮定して、推計してみるとおよそ次のとおりである。

首都圏では、日本オーケストラ連盟に加盟する大半のオーケストラが 2,000 席前後のキャ

パシティを持つコンサートホールを中心に定期演奏会（自主公演）を開催している6。例え

ば東京都交響楽団が2017年10月に開催したサントリーホールでの定期演奏会では、仮に、

無料招待や割引をせず、全ての座席を販売した場合、12,769,000 円の収入となる（表 3-2）。 

 

地方の団体の典型的な姿を特定することは難しいが、800 席ほどのホールで 2 日間に 2

 
5 公演料、出演料などとも呼ばれる。 
6 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団は 1632 席の東京オペラシティを、藝大フィルハーモニア管弦

楽団は 1100 席の東京藝術大学奏楽堂本拠地としている。また、NHK 交響楽団は 2002 席のサントリー

ホールと、3601 席の NHK ホールで開催する定期演奏会がある。 

席種 料金 席数 計
S 7,500¥      864 6,480,000¥       
A 6,500¥      486 3,159,000¥       
B 5,500¥      368 2,024,000¥       
C 4,500¥      98 441,000¥          
P 3,500¥      190 665,000¥          

2006 12,769,000¥     

（表3-2）東京都交響楽団自主公演の入場料収入

合計

東京都交響楽団ホームページ
http://www.tmso.or.jp/より筆者作成
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回の演奏会を実施する場合について考えてみよう。仙台フィルハーモニー管弦楽団の 2017

年 10 月の定期演奏会の場合、796 席の会場において、同一プログラムが 2 回行われる公演

の全ての座席を一般料金にて販売した場合の収入は 1 公演につき 3,734,000 円となり、2 公

演では 7,468,000 円となる（表 3-3）。 

 

上で挙げた 2 つの例では全てのチケットが定価で販売されることを前提としているが、

実際に満席になることは必ずしも多いとはいえず、招待券を配布したり、定期会員や学生、

高齢者への割引を行ったりしている。したがって、ここで示した金額は、あくまでも最大限

を示したものであり、実際にこの金額に達することは原則としてはない。 

多くのオーケストラでは入場料だけでは賄うことのできない費用は支援に頼ることにな

る。日本オーケストラ連盟による資料では、支援は、「民間支援」、「公的支援」、「助成団体」

の 3 つに分類されている。まず、「民間支援」として、企業や個人からの協賛金や寄付とい

ったものがある（13％）。後援会やファンクラブといった組織の会費もここに含まれる。次

の「公的支援」は、国からの支援である「文化庁・基金7」（6％）と、「地方自治体」（19％）

を合わせたものである（25％）。そして、民間企業を母体とする文化財団等による「助成団

体」からの支援がある（6％）。なお、NHK交響楽団は、NHK（日本放送協会）からの出資

を助成団体からの支援に分類し、読売日本交響楽団は、読売グループからの出資を民間支援

に分類している（日本オーケストラ連盟 2019：142-143）8。 

最後に「その他 収入」という項目があるが、その詳細は不明である。日本オーケストラ

連盟正会員 25 団体の平均値で見ると、総収入の約 2.4％であることから、CD やオリジナ

ルグッズといったものの販売による収入と推察される。ただし、日本センチュリー交響楽団

は収入全体の約 33.6％、神奈川フィルハーモニー管弦楽団は同じく約 15.7％のように、比

較的高い割合を占めるような団体もみられるため、この推察が全ての団体に当てはまるも

のではないと考えられる。 

次に演奏会にかかる費用について、ボウモル&ボウエン（1966）と同様の手法9をとり、

日本オーケストラ連盟加盟団体の正会員と準会員の団体の年間にかかる費用から、1 公演あ

たりの費用と、入場者 1 名あたりの料金をみていこう10。 

 
7 基金とは、文化庁の外郭団体である独立行政法人芸術文化振興会による芸術文化振興基金のことを指し

ている。 
8 同連盟ウェブページにおいても確認することが出来る 

https://www.orchestra.or.jp/library/uploads/dab6835e028b30f1f640c74fea065233065b0d3f.pdf 
9 ボウモル＆ボウエン（1966：186）表 6-1 
10 ボウモル＆ボウエンは、1 公演あたりの費用から 1 席あたりの費用を算出しているが、日本のオーケス

（表3-3）仙台フィルハーモニー管弦楽団自主公演の入場料収入
席種 料金 席数 計

S 5,000¥      524 2,620,000¥ 
A 4,500¥      228 1,026,000¥ 
Z 2,000¥      44 88,000¥ 

Sユース 2,000¥      -¥ 
Aユース 1,500¥      -¥ 

796 3,734,000¥ 

仙台フィルハーモニー管弦楽団ホームページ
https://www.sendaiphil.jp/cms/wp-content/uploads/2013/10/seat_01-2.pdf

合計

より筆者作成



36 

日本オーケストラ連盟正会員 25 団体の 2017 年度の支出の合計が 248 億 9096 万 6 千円

であり、3150 回の公演があったことから、1 公演あたりの費用の平均額は、約 790 万円で

あった。総入場者数は 387 万 2394 人であったことから、1 名あたりの費用は約 6,428 円と

なる。同連盟準会員 11 団体の支出の総額は、12 億 8393 万円で、660 回の公演があったこ

とから、1 公演あたりの費用は約 195 万円であった。総入場者数は 42 万 1090 人であった

ことから、1 名あたりの費用は 3,049 円であった。 

最も費用がかかっている団体は、NHK 交響楽団で、1 公演あたり約 2866 万円で、1 名あ

たり約 14,618 円であった11。前述の東京都交響楽団は 1 公演あたり約 1671 万円で、1 名あ

たり約 9,287 円であった。仙台フィルハーモニー管弦楽団は 1 公演当たり約 796 万円とな

り、1 名あたり 11,078 円の費用がかかっている。1 公演当たりの費用が最も少ない団体は、

奈良フィルハーモニー管弦楽団で 59 万円、1 名あたりの費用が最も少ない団体は東京ユニ

バーサル・フィルハーモニー管弦楽団の 943 円であった。最高額の NHK 交響楽団と比較

すると、1 公演当たり約 2600 万円、1 名あたり約 12,600 円もの差があることになる（表 3-

4）。 

 

オーケストラにかかる主な費目を見てみよう。表 3-5 を見ると、オーケストラを運営する

にあたって、様々な費用が発生することが分かる。 

 

 
トラは様々な演奏会場で実施していることと、正確性を欠くことから、日本オーケストラ連盟正会員が

公表する資料に掲載されている総入場者数から、入場者 1 名あたりにかかった費用をみることにする。 
11 日本オーケストラ連盟の資料において、NHK 交響楽団、新日本フィルハーモニー交響楽団、読売日本

交響楽団は税抜きの額を報告しているため、NHK 交響楽団単独のものについては筆者が消費税（８％）

を加算して算出した。正会員団体の総額においては、消費税込み、別の団体の金額が混在したものとな

っている。 

1公演当たりの費用 1名あたりの費用

（総支出÷公演数） （総支出÷総入場者数）

正会員　25団体　平均 24,890,966,000¥ 3150 7,901,894¥ 3,872,394 6,428¥ 
準会員　11団体　平均 1,283,930,000¥ 660 1,945,348¥ 421,090 3,049¥ 
NHK交響楽団 3,180,903,480¥ 111 28,656,788¥ 217,604 14,618¥ 
東京都交響楽団 1,671,466,000¥ 127 13,161,150¥ 179,985 9,287¥ 
仙台フィルハーモニー管弦楽団 907,249,000¥ 114 7,958,325¥ 81,900 11,078¥ 
東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団 57,327,000¥ 79 725,658¥ 60,768 943¥ 
奈良フィルハーモニー管弦楽団 20,058,000¥ 34 589,941¥ 12,300 1,631¥ 

注）『日本のプロフェッショナル・オーケストラ年鑑2018』には、「公演数と総入場者数には、アンサンブルや小編成の公演は含まな

い」と記されているが、各楽団の活動実態や1公演あたりの費用からみると、小編成の公演を含めた数字を公表していると推測される

団体がみられる。なお、本表で示した団体以外にも同様の数値がみられる。

（表3-4）　1公演にかかる費用と鑑賞者1名あたりにかかる費用

年間総支出 公演数 総入場者数

日本オーケストラ連盟『日本のプロフェッショナル・オーケストラ年鑑2018』より筆者作成
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楽器借料とは、オーケストラが保有しない特殊な打楽器等を借りる場合にかかる費用で

ある。楽譜借料については第 5 章で詳しく述べるが、オーケストラの楽譜にはレンタルの

楽譜でのみ演奏が可能な作品が多くあり、これはその楽譜を借りる際に発生する費用であ

る。舞台費はオペラやバレエで発生する費用であり、オーケストラの演奏会で発生すること

はあまり見られない。原稿執筆謝金は、公演当日に配布するパンフレットに掲載する曲目解

説といったものを音楽学の専門家らに依頼する際に発生するものである。入場券販売手数

料は、プレイガイドに販売を委託する場合に発生する費用である。 

また、演奏会に係る費用とは別に、事務局の運営にかかる費用12として、職員の給与、福

利厚生費、事務局の家賃、光熱水費、送料、通信費等がある。これら日常の運営にかかる費

用もオーケストラが公演を行うためには必要なものである。 

このように多種多様の費用が発生するとはいえ、オーケストラが演奏会を行う上で最も

必要としている費用は、オーケストラに所属する楽団員（演奏家や事務局員等）の人件費で

ある。日本のオーケストラが公表している財務諸表等から判断する限り、費用全体の 35%

程度から 60%を超える金額を人件費が占める13。 

ボウモル&ボウエンは、ブロードウェイ・ミュージカル、オペラと比較し、オーケストラ

は出演料の比率が 64％と高いことを指摘しているが（ボウモル&ボウエ 1966：191-192）、

 
12 管理費としている団体が多い。 
13 楽団員給料手当、事務局員給料手当、役員報酬を合算し、経常費用の合計額から算出した。なお、法定

福利費等は含まれていない。 

オーケストラ 交通費　オーケストラ

指揮者 宿泊費　オーケストラ

ソリスト 交通費　指揮者

調律料（ピアノ等） 宿泊費　指揮者

楽器借料 交通費　ソリスト

楽譜借料 宿泊費　ソリスト

著作権使用料 通信費 案内状送付料

企画制作料 広告宣伝費

会場使用料 入場券等販売手数料

稽古場借料 プログラム

大道具費 入場券

小道具費 チラシ印刷費

舞台スタッフ費 録画費

運搬費 楽器運搬費 録音費

原稿執筆謝金 写真費

会場整理員謝金

（表3-5）　　演奏会に係る費用 演奏会に係る費用（つづき）

出演費

旅費

音楽費

文芸費

宣伝費

会場費

印刷費

舞台費

記録費

謝金

独立行政法人日本芸術文化振興会（2016）『平成29年度文化芸術振興費補助金　舞台芸術創造活動活性化事業　助
成金募集案内』、「助成対象経費一覧表　～計上可能な経費～」（pp.25-28)、国塩（石田［編］）（2013、p.35）より筆者作
成
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これはオーケストラの公演にはミュージカルやオペラのような大道具や小道具といった制

作費が基本的にかからないことが原因であり、オーケストラの人件費、すなわち演奏家の報

酬が他のジャンルと比較して高いという訳ではない。 

次いで、指揮者やソリストの報酬や彼らの旅費交通費があげられる。財務諸表等から判断

する限り、日本のオーケストラでは、各団体の全体にかかる費用の 20～30％程度をこれに

あてていると推察される14。 

このほかにオーケストラが演奏会を行う上でかかる費用の中で大きなものとして、会場

使用料がある。特に大都市ほど使用料は高く、例えば平日の午後に準備と最終リハーサルを

行って夜に本番（概ね 13～22 時）、あるいは土日の午前に準備を行って午後に本番（概ね

9～17 時）とする場合、東京のサントリーホールでは約 200 万円、その他の東京や大阪の

オーケストラが定期演奏会等、自主公演を実施している会場15では 100～150 万円程度の使

用料が必要となる。一方、地方の会場費は 20 万円～50 万円程度のものが多い。 

また、後述するが、レンタル楽譜を使用する場合の楽譜借料や、著作権が消滅していない

作曲家の作品を演奏する際の著作権使用料も大きな支出となり、演奏時間が 5 分までの短

い作品で約 6 万円の楽譜借料が必要となる16。1 回の公演で演奏時間 20 分までの作品を 4

曲演奏するとして、全てがレンタル楽譜であり、いずれも著作権使用料が発生する場合には、

楽譜借料と著作権使用料の合計が 100 万円以上の費用を要する17。 

以上でみた収入と支出から、収支構造について確認する。前に述べたとおり、収入につい

ては、入場料収入と依頼公演による収入が合算されていること、また各団体が公開している

財務諸表を確認しても演奏会 1 回あたりの収入は不明であることから、主な定期演奏会の

会場において全ての座席が定価で販売され、満席になったと仮定した上で見ていく。 

東京都交響楽団のサントリーホール 2002 席での定期演奏会の収入は、最大で 12,769,000

円である。年間総支出を年間公演数で除した 1 公演当たりの費用（支出）は、13,161,150 円

であることから（表 3-4）、少なくとも 392,150 円の損失となることが想定される。1 公演

あたりの費用をサントリーホールの座席数で除した場合の 1 名あたりの費用は 6,574 円と

なることから、全てのチケットが定価で売り切れたとしても 1 名につき 196 円不足するこ

とになる（計算方法 A：都響）。次に、ボウモル&ボウエンの入場者数に基づく計算方法（年

間総支出÷年間総入場者数）に従うと、入場者 1 名にかかった費用は 9,278 円となることか

ら、入場者 1 名あたり 2,909 円不足していることになる（計算方法 B：都響）。 

 

  

 
14 財務諸表を公表している日本のオーケストラの中から、おおよその数値が把握できる団体のものから算

出した。 
15 東京オペラシティ・コンサートホールや大阪のザ・シンフォニーホール等が挙げられる。 
16 ヤマハが取り扱う楽譜の場合（税抜）。 
17 実際の費用は演奏会場や曲目、出版社、演奏団体によって細かく異なる。 
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計算方法 A：都響 演奏会場が満席の場合における 1 名あたりの収支 

収入 12,769,000 円÷2,002 名≒6,378 円／1 名 

支出 13,161,150 円÷2,002 名＝6,574 円／1 名 

収支    6,378 円－6,574 円＝△196 円 

 

計算方法 B：都響 ボウモル&ボウエンの手法による入場者 1 名にかかる費用からみた収支 

収入   12,769,000 円÷ 2,002 名≒6,378 円／1 名 

 支出 1,671,466,000 円÷179,985 名≒9,287 円／1 名 

収支     6,378 円－9,287 円＝△2,909 円 

 

仙台フィルハーモニー管弦楽団の 796 席の会場における定期演奏会の収入は最大で

3,734,000 円である。1 公演あたりの費用（支出）は 7,958,325 円であるから（表 3-4）、少

なくとも 4,224,325 円の損失となることが想定される。1 公演あたりの費用を定期演奏会場

の座席数で除すると 1 名あたり 9,998 円となることから、全てのチケットが定価で売り切

れたとしても、1 名あたり 5,307 円が不足することを示している（計算方法 A：仙台）。ボ

ウモル＆ボウエンによる年間総入場者から算出すると、入場者 1 名あたりにかかった費用

は 11,078 円となり、入場者 1 名あたり 6,387 円不足していることになる（計算方法 B：仙

台）。 

 

計算方法 A：仙台 演奏会場が満席の場合における 1 名あたりの収支 

収入 3,734,000 円÷796 名≒4,691 円／1 名 

支出 7,958,325 円÷796 名≒9,998 円／1 名 

収支   4,691 円－9,998 円＝△5,307 円 

 

計算方法 B：仙台 ボウモル&ボウエンの手法による入場者 1 名にかかる費用からみた収支 

収入   3,734,000 円÷  796 名≒ 4,691 円／1 名 

支出  907,249,000 円÷81,900 名≒11,078 円／1 名 

収支    4,691 円－11,078 円＝△6,387 円 

 

仙台フィルハーモニー管弦楽団の入場料（表 3-3）は、東京都交響楽団の入場料（表 3-2）

よりも低価格に抑えられていることから、1 席あたりの収支からみても、入場者 1 名あたり

の収支からみても、赤字額は大きなものとなっており、仙台フィルハーモニー管弦楽団は、

鑑賞者から支払われる入場料よりも多くの費用を負担していることが分かる。 

なお、以上の収支の計算に用いられた数値は、後に述べる自主公演と依頼公演の合算であ

ることから、それぞれの公演の種類による実態とは異なると考えられる。 

このように、全てを定価で販売し、満席になったとしてもオーケストラの演奏会は赤字に

なることが多い。このことについて、トフラーは、アメリカのオペラやオーケストラについ

て、赤字が続き、今まで以上に制作費用がかかっているにもかかわらず、それに伴って値上

げをした団体はわずかであったことを指摘している（トフラー1964：182-183）。また、ボ

ウモル&ボウエンは、メトロポリタン・オペラを例に、「超過需要があるとしても価格の上
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昇に抵抗しながら運営を続けている」と、舞台芸術団体は、高級レストランのように一定以

上の所得がある人々のみを受け入れることは道徳的に難しいと考えていることからチケッ

トの価格を上昇させることの難しさを指摘している（ボウモル&ボウエン 1966：224）。 

 

オーケストラの経営は赤字になることが多く、公的支援が必要であると言われている。ま

た、日本のオーケストラの多くが取得している公益法人格においては、その制度上、赤字決

算を毎年計上し続けることは、認定取り消しの可能性もあるため回避しなくてはならない。

そこで、日本オーケストラ連盟の正会員と準会員の団体の 2016 年度から 2018 年度の収支

を確認する。ここでは、自治体の 3 年間の財務状況から導き出す財政力指数のように、年間

の収入を支出で除して得られた数値の 3 年間の平均値を、それぞれのオーケストラの財政

力とする。以下に示す表 3-6 では、公的支援を含まない場合の財政力を示し、表 3-7 では公

的支援を含めた財政力を示している。 
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3年間平均

財政力指数

1 札幌交響楽団 0.65 0.68 0.63 0.65

2 仙台フィルハーモニー管弦楽団 0.53 0.57 0.68 0.59

3 山形交響楽団 0.73 0.68 0.71 0.71

4 群馬交響楽団 0.47 0.47 0.40 0.45

5 NHK交響楽団 0.98 1.01 0.96 0.98

6 新日本フィルハーモニー交響楽団 0.94 0.82 0.89 0.88

7 東京交響楽団 0.97 0.97 0.88 0.94

8 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 1.33 0.99 1.02 1.11

9 東京都交響楽団 0.39 0.37 0.36 0.37

10 東京ニューシティ管弦楽団 0.93 0.95 0.75 0.88

11 東京フィルハーモニー交響楽団 0.94 0.96 0.98 0.96

12 日本フィルハーモニー交響楽団 0.91 0.93 0.93 0.92

13 読売日本交響楽団 0.95 1.00 1.09 1.02

14 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 0.74 0.70 0.69 0.71

15 オーケストラ・アンサンブル金沢 0.42 0.49 0.45 0.45

16 セントラル愛知交響楽団 0.77 0.83 0.96 0.85

17 名古屋フィルハーモニー交響楽団 0.56 0.60 0.68 0.62

18 京都市交響楽団 0.31 0.30 0.39 0.33

19 大阪交響楽団 0.86 0.95 1.07 0.96

20 大阪フィルハーモニー交響楽団 0.88 0.89 0.93 0.90

21 関西フィルハーモニー管弦楽団 1.02 0.94 0.97 0.98

22 日本センチュリー交響楽団 0.93 0.93 0.94 0.94

23 兵庫芸術文化センター管弦楽団 0.32 0.38 0.31 0.33

24 広島交響楽団 0.58 0.59 0.60 0.59

25 九州交響楽団 0.59 0.54 0.56 0.56

25団体平均 0.75 0.74 0.75 0.75

3年間平均

財政力指数

1 千葉交響楽団 0.94 0.94 0.93 0.94

2 藝大フィルハーモニア管弦楽団 0.25 0.16 0.20 0.20

3 東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団 1.00 1.00 1.00 1.00

4 静岡交響楽団 0.55 0.67 0.69 0.63

5 中部フィルハーモニー交響楽団 0.92 0.93 0.93 0.93

6 京都フィルハーモニー室内合奏団 0.96 0.95 0.92 0.94

7 ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団 0.98 0.94 1.00 0.97

8 テレマン室内オーケストラ 0.92 0.93 0.94 0.93

9 奈良フィルハーモニー管弦楽団 1.13 1.42 1.02 1.19

10 岡山フィルハーモニック管弦楽団 0.42 0.46 0.51 0.47

11 瀬戸フィルハーモニー交響楽団 0.94 1.00 1.00 0.98

12 長崎OMURA室内合奏団 0.84 非加盟 非加盟

長崎OMURA室内合奏団を除く11団体の平均 0.82 0.85 0.83 0.84

（表3-6）　公的支援がない場合のオーケストラの財政力指数

日本オーケストラ連盟　正会員団体

団体名 2018年度 2017年度 2016年度

NHK交響楽団、新日本フィルハーモニー交響楽団、読売日本交響楽団は消費税抜きの額となっていたことから、
本表では消費税8％を加算して算出した。

日本オーケストラ連盟『日本のプロフェッショナル・オーケストラ年鑑 2016，2017，2018』を基に筆者作成

日本オーケストラ連盟　準会員団体

団体名 2018年度 2017年度 2016年度
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3年間平均

財政力指数

1 札幌交響楽団 0.99 1.04 1.00 1.01

2 仙台フィルハーモニー管弦楽団 0.98 1.01 1.09 1.03

3 山形交響楽団 1.02 1.01 1.02 1.02

4 群馬交響楽団 0.98 0.99 0.98 0.98

5 NHK交響楽団 0.99 1.01 0.98 0.99

6 新日本フィルハーモニー交響楽団 1.08 0.95 1.00 1.01

7 東京交響楽団 1.05 1.05 0.98 1.03

8 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 1.39 1.04 1.07 1.17

9 東京都交響楽団 1.03 1.04 1.07 1.05

10 東京ニューシティ管弦楽団 0.93 1.01 0.81 0.92

11 東京フィルハーモニー交響楽団 1.00 1.02 1.04 1.02

12 日本フィルハーモニー交響楽団 1.00 1.02 1.02 1.01

13 読売日本交響楽団 1.01 1.04 1.14 1.06

14 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 1.02 1.02 1.02 1.02

15 オーケストラ・アンサンブル金沢 0.93 0.98 0.96 0.96

16 セントラル愛知交響楽団 0.96 1.00 0.99 0.98

17 名古屋フィルハーモニー交響楽団 0.97 1.03 1.09 1.03

18 京都市交響楽団 1.02 1.02 1.05 1.03

19 大阪交響楽団 0.91 1.00 1.11 1.01

20 大阪フィルハーモニー交響楽団 0.98 0.97 1.02 0.99

21 関西フィルハーモニー管弦楽団 1.08 1.00 1.03 1.04

22 日本センチュリー交響楽団 1.00 1.00 1.00 1.00

23 兵庫芸術文化センター管弦楽団 1.00 1.00 1.00 1.00

24 広島交響楽団 1.00 1.00 1.00 1.00

25 九州交響楽団 1.01 1.01 1.03 1.02

25団体平均 1.01 1.01 1.03 1.02

1.00以上の団体数 15 21 19 19

3年間平均
財政力指数

1 千葉交響楽団 1.08 1.07 1.06 1.07
2 藝大フィルハーモニア管弦楽団 0.27 0.28 0.22 0.26
3 東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団 1.00 1.00 1.00 1.00
4 静岡交響楽団 0.89 1.06 1.19 1.05
5 中部フィルハーモニー交響楽団 0.96 0.95 0.94 0.95
6 京都フィルハーモニー室内合奏団 1.00 0.98 0.95 0.97
7 ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団 1.01 0.94 1.00 0.98
8 テレマン室内オーケストラ 1.00 1.00 1.00 1.00
9 奈良フィルハーモニー管弦楽団 1.14 1.43 1.03 1.20

10 岡山フィルハーモニック管弦楽団 0.88 1.00 1.01 0.96
11 瀬戸フィルハーモニー交響楽団 0.99 1.01 1.01 1.00
12 長崎OMURA室内合奏団（1年分のみ） 0.85 非加盟 非加盟

12（2017年度以前は11）団体の平均 0.90 0.90 0.93 0.91

1.00以上の団体数 6 7 8 6

（表3-7）　公的支援を含んだ場合のオーケストラの財政力指数

日本オーケストラ連盟　正会員

団体名 2018年度 2017年度 2016年度

日本オーケストラ連盟　準会員

NHK交響楽団、新日本フィルハーモニー交響楽団、読売日本交響楽団は消費税抜きの額となっていたことか
ら、本表では消費税8％を加算して算出した。

団体名 2018年度 2017年度 2016年度

日本オーケストラ連盟『日本のプロフェッショナル・オーケストラ年鑑 2016，2017，2018』を基に筆者作成
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上の表 3-6 で見るように、公的支援がなくとも 1.00 以上の数値になっているのは、正会

員、準会員共に 2 団体のみである。東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団が正会員団体

のなかで最も高い数値となっていることについて、同楽団楽団長の志田明子氏は、楽団員が

給料制ではないことが影響しているのではないかと述べている18。準会員では、奈良フィル

ハーモニー管弦楽団が最も高い数値となっているが、既にみたように、1 公演当たりの費用

が約 59 万円に抑えられていることが要因であると考えられる19。 

次に、公的支援を含めた場合、表 3-7 では、多くの団体が 1.00 を超えており、正会員に

ついては、概ね 1.00 前後の値を示している。明らかに異なる数値がみられるのは、準会員

の藝大フィルハーモニア管弦楽団である。同楽団は、公的支援を受けても赤字を補填するに

は十分ではないといえるが、国立大学法人内の組織であることから、他の多くの団体の経営

状況が異なることが推察される。 

正会員 25 団体の公的支援を含めた場合の平均値は 1.02、公的支援含まない場合の平均値

は 0.75 であり、公的支援を含まない場合の方が 0.27 ポイント低い。また、金額から見て

も、総収入約 252 億円のうち約 63 億円が公的支援であることから、約 25％が国や自治体

からの支援による収入であることが確認できる。 

準会員 11 団体の公的支援を含めた場合の平均値は 0.91、公的支援を含まない場合の平均

値 0.84 であり、公的支援を含まない場合の方が 0.07 ポイント低い。この数値には、藝大フ

ィルハーモニー管弦楽団の数値が影響していることが考えられる。同楽団を除いた 10 団体

の平均でみると、公的支援を含めた場合は 1.02、省いた場合は 0.90 となる。2017 年度の

金額では、11 団体の総収入約 11.6 億円のうち約 1.74 億円が公的支援であり、15％が国や

自治体からの収入であることから、正会員団体よりも国や自治体からの収入が少ない。 

以上のことから、オーケストラの年間を通じた収支を見ると、大半のオーケストラが公的

支援によって収支のバランスを保っているといえる。しかし、公的支援を除いた財政力指数

からみると、公的支援の必要性を唱える先行研究の主張を必ずしも正当化するものではな

いといえる団体も見られることは注目に値する。 

 

3.4 オーケストラの公演の種類 

年間を通じたオーケストラの収支は以上のとおりであるが、公演の種類の違いを見てみ

ると、その構造は大きく異なる。オーケストラの公演の種類によって収支構造が異なること

を把握するために、公演の種類の違いをみてみよう。 

オーケストラの公演は、自主公演、依頼公演、共催公演の 3 種類に分類される20。演奏会

の内容はいずれも同様であり、一般的には判別が難しい21。本章では、この 3 種類のうち、

 
18 同氏へのインタビューによる（2020 年 6 月 1 日電話にて）。 
19 前述のとおり、本来日本オーケストラ連盟が公表する収支のデータには、室内楽といった小編成の公演

は含まれないことになっているが、この数値からは小編成の公演も含まれていることが推察される。 
20 日本オーケストラ連盟による資料では、主催公演、依頼公演、海外公演に分類されており、共催公演の

データは存在しない。 
21 公演の種類は、チラシやウェブページの公演情報、演奏会プログラムの「主催」を確認することで見分

けることが出来る。また、文化施設にとっての自主公演とは、オーケストラにとっての依頼公演である。

オーケストラの企画、公演を買い取って行うことから、文化施設にとっての自主公演を「買い取り公演」

と呼ぶこともある。 
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公演の性質と収支構造が大きく異なる自主公演と依頼公演を比較する。複数の主催者が公

演を実施する共催公演については第 6 章において詳しく述べる。 

自主公演とは、オーケストラ自らが主催者となって開催する公演のことである。「主催公

演」と記す資料もある。日本オーケストラ連盟による『日本のプロフェッショナル・オーケ

ストラ年鑑』では、自主公演について、「自らが主催し財政的責任を負う公演」と説明して

いる（日本オーケストラ連盟 2019：22）。 

日本オーケストラ連盟加盟団体の年間の公演総数から自主公演比率を求めると、正会員

25 団体の自主公演は約 40％を占め、準会員団体の場合には約 19％となっている。自主公

演の中心となるものは、定期演奏会や定期公演といった名称で行われているものである。定

期演奏会は、原則として依頼主やスポンサーの意向が反映されることなく、オーケストラが

芸術団体としての自主性を最も発揮する場所であることから、多くのオーケストラが最も

重要な公演と位置付けている。オーケストラの自主的かつ定期的な演奏会は、18 世紀中頃

からヨーロッパで始められた「連続演奏会」や「定期会員演奏会」、「予約演奏会」などと呼

ばれ、定期的に開催されたものがそのはじまりと言われ、オーケストラが自らの性格や技術

力の向上を対外的に示す場となっている。このような性質を持つことから、一般の鑑賞者や

音楽ファン、評論家らから、意欲的なプログラムであると見られるよう、新しい作品の紹介

や大がかりな作品を取り上げるといったことが増えるため、その費用も大きくなることが

ある22。 

日本オーケストラ連盟加盟団体の中で 2017 年度に最も定期演奏会の回数が多かったの

は、読売日本交響楽団で 55 回、次いで NHK 交響楽団が 48 回であった。正会員で最も少

なかったのは 6 回の東京ニューシティ管弦楽団である。準会員のうち、最も多かったのは、

京都フィルハーモニー室内合奏団とテレマン室内オーケストラの 10 回であり、年間 1 回だ

けしか開催しない東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団と瀬戸フィルハーモニー

交響楽団がある。 

定期演奏会以外の自主公演として、定期演奏会のシリーズには属さない、名曲コンサート

や「第九」演奏会、親子向けのコンサートといったものがある。また、山形交響楽団と群馬

交響楽団は、創設当初より学校での公演を自主公演として開催しており、2017 年度におい

ては定期演奏会等を含め、山形交響楽団が 102 回、群馬交響楽団が 127 回の自主公演を開

催した。この 2 団体で、日本オーケストラ連盟正会員 25 団体の自主公演数 1,267 回の約

18％を占めている。 

これに対し、依頼公演とは、依頼主からオーケストラに公演料が支払われて行う公演であ

る。日本オーケストラ連盟の資料には、「依頼（契約）公演」とも記されている23。オーケス

トラが国や自治体、文化施設の指定管理者、学校、放送局、民間企業等からの依頼を受けて

行うことから、依頼主が全ての費用を負担し、オーケストラは確実に利益を得ることができ

る公演の種類である。 

依頼公演は、依頼主から、曲目や指揮者、ソリストの要望を受けて行うもののほか、公演

の内容をオーケストラが予め決めているパッケージプランのような公演もある。交響曲や

 
22 例えばウェーバー（1975）やウェーバー（2008）が詳しい。 
23 例えば『日本のプロフェッショナル・オーケストラ年鑑 2018』（日本オーケストラ連盟 2019：22）に

記されている。 
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協奏曲を中心とした一般的な内容のコンサート、市民合唱団が参加するベートーヴェンの

「第九」公演、子供向けのファミリーコンサートといったものがある。自主公演と比較する

と、コンサートの内容と名称だけでは、オーケストラにとっての自主公演と依頼公演の区別

のつかないものが多い。広報や運営は依頼主が行うことが基本であるが、オーケストラの事

務局が支援する場合もある。 

さらに、国による委託事業（依頼公演）として、文化庁の「文化芸術による子供の育成事

業」がある。これには、「巡回公演事業」と「芸術家の派遣事業」の 2 種類がある。この事

業は、後述する「舞台芸術創造活動活性化事業」や「芸術文化振興基金」といった、国やそ

の外郭団体からの支援を受けている団体が事業を受託することが多い24。 

日本オーケストラ連盟正会員団体のうち、最も多くの依頼公演を受託しているのは東京

フィルハーモニー交響楽団であり、その回数は 306 回と、同楽団の年間公演総数 345 回の

約 89％を占めている。正会員団体で最も少ない団体は、兵庫芸術文化センター管弦楽団の

15 回で年間公演総数の約 14％、次いで NHK 交響楽団の 37 回で同約 33％となっている。

準会員団体では、千葉交響楽団が 130 回と最も多く約 98％、最も少ない団体は岡山フィル

ハーモニック管弦楽団で 9 回であるが、全体の約 41％となっている。正会員団体全体での

依頼公演の割合は約 60％、準会員団体は約 80％となっている。 

 

3.5 自主公演と依頼公演の収支構造の違い 

公演の種類によって収支構造がどのように異なっているのかみていこう。 

自主公演は、オーケストラにとって最も重要な公演と位置付けられるが、経済的リスクも

高くなる種類の公演である。図 3-2 では自主公演における収支のイメージを 3 つのパター

ンで表した。A は、1 つの公演において主となる収入源であるチケットの売上げのみを示し

たものである。収入の比率は様々であるが、このパターンが一般的なものである。B は、通

常よりも多くの鑑賞者を受け入れることが出来る会場において多くのチケットが売れる、

あるいは通常よりも高額のチケットでも多くの席が売れる、または、1 公演あたりの費用が

大幅に削減できるといった条件によって利益をあげられる場合であるが、自主公演におい

て実際にこのパターンとなることは極めて少ないといえる。C は、A の不足分を公的支援や

民間からの助成等によって補填している様子を示している。しかし、助成金や寄付を得ても

かかった費用が大きい場合は、その負債をオーケストラ自らが抱えなくてはならない。 

 

 
24 これらを定期的に受託している団体にとっては安定した収入源となっており、オーケストラの支援にも

つながっている。2017 年度においては、日本オーケストラ連盟正会員 16 団体、準会員 4 団体の計 20 団

体が受託したが、いずれの団体も政府や政府の外郭団体からの支援を受けている。なお、自治体が主体

となって設置され、自治体の支援比率が高い、東京都交響楽団、京都市交響楽団、オーケストラ・アンサ

ンブル金沢、兵庫芸術文化センター管弦楽団や、母体となる民間組織からの支援比率が高い NHK 交響

楽団や読売日本交響楽団は、この委託事業に参加していない。 



46 

 

依頼公演は、オーケストラに利益をもたらすものである。なぜならオーケストラは、演奏

会においてかかる費用に利益を加えた金額で公演を依頼主に買い取ってもらうということ

が基本となるからである。よって、オーケストラはチケットが多く売れなくても自らの収入

を心配することは原則としてないが、一方で主催者が多くの利益を得たとしてもオーケス

トラが受け取る収入は変わらない25。オーケストラ単位でその収支を見た場合、オーケスト

ラのあらゆる公演が基本的に赤字となっているように見えるが、依頼公演で赤字になると

いうことは原則としてない。 

自主公演における入場料収入と依頼公演による収入が一体となって計上されている日本

オーケストラ連盟の資料や、各団体が公開する公演の委託料といった金額だけでは、オーケ

ストラが得られる利益は明確にはならない。オーケストラや自治体へのインタビューから

得られている情報によると、自治体が依頼する公演には、その内容によってオーケストラの

得る利益に大きな差がある。例えば、学校での公演では、大幅な値引きを要求されることや、

自治体の規定する報酬が低額であることから、概して利益率は低く、原価と同等のこともあ

る。一方で、一般公演では適切な利益が得られることが多い。日本オーケストラ連盟正会員

のあるオーケストラに依頼された公演では、全く同じ公演内容であっても、その団体の本拠

地から 200 ㎞ほどの距離にある自治体よりも、700 ㎞ほどの距離にある自治体で 2 日後に

開催した演奏会のほうが 500 万円以上低い公演料で開催されたという事例も見られた26。

このように同じ内容のコンサートであっても、主催者側の都合によって委託料が大幅に変

動することがある。 

図 3-3 は、一般的な依頼公演における収支構造のイメージである。A、B いずれも基本的

な仕組みは同じであるが、学校公演の方が利益率が低い。一般公演では多くの利益が得られ

ているようにも見えるが、近年の経済状況から学校公演と同様の利益率となるものもある。

また、この依頼公演で得られた利益を楽団に日常の運営費や自主公演の赤字補填に充当す

る。 

 

 
25 なお、依頼主にとってはオーケストラの自主公演と同じ意味となるため、依頼主はチケット販売の努力

が求められるといったことが起きてくる。また、オーケストラに協力を求める依頼主もいる。 
26 主催した自治体と音楽事務所経営者それぞれへのインタビューによる。 

収入

支出 印刷 宣伝 会場費 その他

収入

支出 印刷 宣伝 会場費 その他

収入

支出 印刷 宣伝 会場費 その他

オーケストラ各団体の情報を参考に筆者作成

Ｃ
チケット売上（入場料収入） 国や自治体からの補助金 助成団体助成金

※事務局運営費は、事務局員の給料・事務局家賃等の一部

依頼公演利益からの充当

楽員出演費 指揮者・ソリスト　出演費・旅費交通費 事務局運営費

自主公演（利益が得られる場合）

自主公演（補助金・助成団体助成金等による支援を含めた場合）

Ｂ
チケット売上（入場料収入）

楽員出演費 指揮者・ソリスト　出演費・旅費交通費 事務局運営費 利益

（図3-2）自主公演における収支構造のイメージ

自主公演（収入が不足する場合）

Ａ
チケット売上（入場料収入） 　（不足）

楽員出演費 指揮者・ソリスト　出演費・旅費交通費 事務局運営費
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以上のように、自主公演と依頼公演の収支構造には違いがある。図 3-1 は、全ての公演の

合算で示されているが、自主公演で得られる収入は、演奏収入（＝入場料収入）、民間支援、

公的支援、助成団体による支援であり、依頼公演で得られる収入は演奏収入（＝委託料）の

みである。このことから、実際には、自主公演における公的支援、助成団体による支援、民

間支援の割合は図 3-1 で示されているよりも高く、依頼公演においては、オーケストラは公

的支援、民間支援を得ることなく、公演を行うことが一般的な収支構造であるといえる27。 

 

3.6 まとめ 

先行研究において「オーケストラの財政が厳しい」ということから、オーケストラの年間

を通じた収支に基づいて支援の方法が検討されてきた。ボウモル&ボウエンによって検討さ

れた手法を、日本のオーケストラにも当てはめて検討すると、全ての公演が赤字であるかの

ように見える。しかし、オーケストラの公演の種類による収支構造からみていくと、オーケ

ストラの自主公演では赤字になりやすくなる一方で、依頼公演では利益が得られていると

いう違いがあることがわかった。オーケストラは、この公演の種類による収支構造の違いを

利用し、自らの芸術性や技術力、活動方針を対外的に示す定期演奏会をはじめとする自主公

演において発生する赤字を、依頼公演で得られる利益で補っていることが推察される。それ

でも不足する部分には、国や自治体、民間からの支援を得て補填するというのが、オーケス

トラの収支構造全体の実態といえる28。 

 このようなオーケストラの公演の種類による収支構造の違いをみると、次のような疑問

を抱かれることがあると考えられる。それは、「自主公演ばかりが赤字になり、依頼公演で

利益が得られるのであれば、自主公演を廃止して依頼公演だけにすればよいのではないか」

ということである29。しかし、それはオーケストラの活動を考えると難しいといえる。オー

ケストラが自主公演をすることの理由として、日本オーケストラ連盟正会員の加盟条件に

は、「年間 5 回以上の定期演奏会をはじめとする自主演奏会を 10 回以上行っているオーケ

 
27 なお、オーケストラに公演を依頼する依頼主が、公的支援や助成団体による支援によって公演を開催す

るといった、オーケストラの自主公演と同様の形態になることもある。 
28 大木は「人件費がかさむ自主公演では赤字が発生するため、助成の少ないオーケストラでは、委託公演

で赤字を補填しなくてはならない」と、補填の順序が異なる説明をしている（大木 2004：241）が、こ

れは事業内容や、団体の考え方によって異なるものだといえる。 
29 例えば、ロイヤルチェンバーオーケストラのように、実際に自主公演を止め、依頼のみを受けている団

体もある。しかし、同楽団の基礎的な情報は『演奏年鑑 2020』には記載されているが、近年の活動の実

態については不明である。また、前述のとおり、自主公演を実施していない団体は本研究の対象として

いない。 

収入

支出 利益

収入

支出

旅費交通費やその他の費用は主催者（依頼主）が別途負担

オーケストラ各団体の情報を参考に筆者作成

依頼公演（一般公演）

Ｂ
公演料（委託料）

楽員出演費 指揮者・ソリスト　出演費 制作費 利益

（図3-3）一般的な依頼公演における収支構造のイメージ

依頼公演（学校公演）

Ａ
公演料（委託料）

楽員出演費 指揮者・ソリスト　出演費 制作費
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ストラであること」、準会員にも「定期演奏会を含む自主演奏会を 2 回以上と、それらを含

んだ年間 30 回以上の演奏会活動を行っていること」というものがある。しかし、この理由

だけでは不十分であろう。依頼公演は、原則として依頼主の要望に従って演奏を提供するも

のであるため、対外的には自主公演と同様の演奏会を行っているように見えたとしても、オ

ーケストラが自らの芸術的方向性を示すような自主公演とは性質が異なり、自主性を表し

にくい。また、公演を依頼する側は、オーケストラの定期演奏会といった自主公演の企画内

容や演奏技術の質の高さ、活動方針といったことが依頼する公演に適しているか検討し、予

算面でも折り合うことになれば、その団体に依頼する。そのことから、自らの芸術性を示す

ためだけではなく、利益率が高いなど、より条件の良い依頼公演を得るためにも、オーケス

トラにとっては自主公演が欠かせないということになる。 
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第 4 章 オーケストラの演奏部門と経営部門 

4.1 はじめに 

一般にオーケストラという組織においては、そのメンバーの多くを演奏家が占めている。

しかし、オーケストラの運営に関する研究において、演奏家について触れることは少なく、

経営部門を対象としていることが多い。それは、経済的に自立することが難しいとされるオ

ーケストラの経営が研究の主たるテーマとされていることによるものである。 

ボウモル&ボウエンは、ウィリアム・シューマン1の言葉を引用し、「舞台芸術は『わかっ

ているのにあえて儲け損なうビジネスに』従事している」と述べている（ボウモル&ボウエ

ン 1966：185）。これは自主公演のことを指し、また、経営部門よりも、主に演奏家のこと

を指していると考えられる。このウィリアム・シューマンが指摘する内容について、一般的

には、芸術家の儲け損なうことをいとわないという気質の上で取り組まれる芸術活動と、経

済は結びつきにくいと考えられていることが多い。ボウモル&ボウエン（1966）は、芸術と

経済を結びつけようとしたが、その後の研究では、ボウモル&ボウエンが芸術家に対して示

した理解の部分が捨象され、芸術分野の経済面にばかり着目されて行くようになっている。 

そこで、本章では、ボウモル&ボウエンが理解を示した芸術家の考え方やその特徴につい

て着目し、演奏家を中心とするオーケストラの組織全体を見渡すことで、なぜオーケストラ

が「わかっているのにあえて儲け損なうビジネス」を続けるのかを考察する。オーケストラ

の組織やその構成員、特徴については、トフラー（1964）やボウモル&ボウエン（1966）が

触れているが、経営部門の構成員に絞られている。オーケストラは様々な楽器を演奏する組

織であることから、多くの演奏家がいる。演奏家の楽器別の性格や特徴は、岩城（1986a）

やメルラン（2012）らによるエッセイにある2。大木（2004）、大木（2008）や山岸（2013）

はこれらのエッセイにおいて示されている演奏家を含めたオーケストラの組織を見ている

が、演奏家がオーケストラの経営に与える影響は見ていない。 

そこで本章では、演奏部門の存在も考慮に入れた上で、オーケストラがなぜ儲け損なうビ

ジネスをするのか検討する。 

 なお、本章では、楽団員と楽員という 2 つの単語を使い分ける。「楽団員」とはオーケス

トラから給与を受け取っている演奏に直接携わる部門（以下、演奏部門という）、および経

営部門のうち事務局の職員を指す3。これに対し「楽員」とは、楽団員のうち演奏者のみを

指す。 

 

4.2 オーケストラの組織 

 オーケストラの組織は、楽員を中心とする演奏部門と、経営部門の大きく 2 つに分けら

れる（図 4-1）。 

 
1 作曲家（1910－1992 年）を指していると推察する。なお、単にシューマンと記す場合、一般的にはロマ

ン主義の作曲家ロベルト・シューマン（1810‐1856）を指す。 
2 ほかに、岩城（1986b、1987、1990、2002、茂木（1996）、金山（2007）、堀（2015）、宮﨑（2001）が

本章でみる日本のオーケストラの実態に詳しい。 
3 「役員」は非常勤であることが多いことからこれに含めない。 
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 演奏部門の主たる構成員は、楽器を演奏することを主な業務とする楽員である。このほか

に、演奏家が演奏を円滑に行うための業務を行う職種として、ステージマネージャーとライ

ブラリアンがある。ステージマネージャーは公演全体の進行を担い、演奏会場との打ち合わ

せや舞台上のセッティングのほか、演奏家のコンディションに配慮して、鑑賞者がより良い

演奏を鑑賞することができるよう、舞台裏のあらゆる業務を担う。ライブラリアンは楽譜の

（図4-1）オーケストラの組織図

木管楽器 金管楽器 打楽器 弦楽器

フルート ホルン ティンパニ 第1ヴァイオリン

オーボエ トランペット 打楽器 第2ヴァイオリン

クラリネット トロンボーン ヴィオラ

ファゴット テューバ チェロ

コントラバス

ハープ

楽員の演奏面以外の係・委員　インスペクター（2名程度）、運営委員（数名）

・第1ヴァイオリンとハープ以外の弦楽器は、首席／副首席／トゥッティに分かれている。

ステージマネージャー ライブラリアン

役員

理事長・代表理事

副理事長

理事

監事

評議員

・楽団長を置かない団体もある。

・楽団長や事務局長等の2～3名が理事を兼務する場合が多い。

『日本のプロフェッショナル・オーケストラ年鑑2018』、オーケストラ各団体のウェブページを参考に筆者作成

・事務局員を兼務する常勤

以外の役員の大半は非常勤

である場合が多い。

経営部門

演奏部門

・多くは事務局に所属する

・第1ヴァイオリンは、コンサートマスター／アシスタント・コンサートマスター／副首席（フォアシュピーラーと呼ぶ団体もあ

　る）／トゥッティ（役職のある奏者以外の奏者）に分かれている

・管楽器は、首席が第1パートを演奏し、2番、3番パートをそれ以外の奏者が受け持つ。また、木管楽器では、ピッコロ、コー

　ル・アングレ、コントラ・ファゴットを演奏する奏者は、オーディションを受ける段階から決められている。ホルンとトランペット

　の奏者は、オーディションを受ける時点で、上（第1、第3）パートと、下（第2、第4）パートに分けられている。また、首席奏者

　を置かない楽器があるほか、全体に首席制度を設けていない団体もある。この場合は、曲目や演奏会によって演奏する

　パートが決められる。

・楽員と同様の扱いをすることが多いが、事務局員とする団体もある。

・演奏に携わり、楽員との距離は近い。

・インスペクターとは、本来、監査役、検査官といった意味であるが、オーケストラにおいては、リハーサルや休憩の時間、

　楽員の出欠管理などを行う係である。

事務局

チケットセンター

経理・財務

広報・営業

支援開拓

総務

演奏支援

楽員（演奏家）

事務局長

楽団長

マネージャー（パーソネル・マネージャー、インスペクターと呼ぶ団体もある）

楽員と事務局をつなぐ役職
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管理を担う4。日本オーケストラ連盟の会員団体を見ると、楽員の人数は 14～126名であり、

ステージマネージャーとライブラリアンはそれぞれ 1～2 名が在籍する5。 

日本のオーケストラの演奏部門では、演奏をする上でコンサートマスターや首席奏者の

意見が力を持つことがある。しかし、それ以外の場面においては、先輩後輩といった関係は

あるとしても、部長や課長といった役職はなく、演奏家の間で人事権を持っているというこ

ともない。演奏する上での役職以外では、全員が同列に個々の演奏家としてオーケストラと

契約を結んでいる。 

 経営部門は、役員と事務局に分けられる。事務局は、一般的な企業と同様に、事務局長、

総務、広報、営業、経理といった役割に分かれている。オーケストラ特有のものとしては、

演奏部門との調整を図るマネージャー、オーケストラの事業に協賛する企業や個人の支援

者を増やすための「支援開拓」の担当者、楽団長といった役職がある。ただし、楽団長を置

いていない団体も多い6。日本オーケストラ連盟会員団体の事務局員の人数は最も少ない団

体で 2 名、最も多い団体で 31 名となっている7。事務局においては、一般的な企業と同様

に、部長や課長といったポストがあり、従業員間の上下関係が存在する。 

 役員は、理事長、理事、評議員らで構成されるが、楽団長や事務局長が兼務している一部

の役職を除き、多くが非常勤である。役員については日本オーケストラ連盟による資料には

詳しくなく、一部の団体が理事長や事務局長を兼務している者等を記載している程度に留

まっている8。  

また、一般企業と同様にオーケストラにも臨時の構成員が存在する。経営部門には日頃の

事務業務のほか、自主公演当日の受付業務のパートやアルバイトが勤務している。演奏部門

には、ステージマネージャーの業務を手伝うステージスタッフやライブラリアンのアシス

タントとしてアルバイトの人材が雇用されることもある。また、サクソフォンのようなオー

ケストラでは通常用いられない楽器が必要な曲目や、在籍する楽員では不足する曲目を演

奏する場合には、エキストラと呼ばれる演奏家がアルバイトのような形態で演奏に参加す

る。これらの演奏家はフリーランスの演奏家と呼ばれる。そして、指揮者とソリストもまた、

民間企業である音楽事務所に所属し、オーケストラに派遣される臨時の構成員である。 

日本のオーケストラが海外のオーケストラとは異なる点として、音楽教育専門の役職が

置かれていないことが挙げられる。日本のオーケストラは、文化庁巡回公演事業をはじめ、

学校に出向いて演奏を行うことや、ワークショップといった教育的プログラムに取り組む

ことが多くあるものの、日本オーケストラ連盟に各楽団が公開している資料を見る限り、音

 
4 図書館の司書のような役割であるが資格は不要である。楽団によっては演奏会毎の楽譜の準備、片付け

やレンタル楽譜の手配等、「楽譜係」といった意味で捉えている場合もある。しかし、指揮者と使用する

楽譜の版の確認をすることや、指揮者やコンサートマスターから事前に示された指示、ボウイング（弓

の上げ下げ）を書き込むといった作業もある。実際には指揮者や演奏家よりも先に楽譜の間違いを探し、

リハーサル開始前に修正をしておくような能力、作曲家と出版社に関する知識も求められる。 
5 団体によってはステージマネージャーとライブラリアンを後述する経営部門の一員としている場合もあ

る。また反対に、経営部門に分類したマネージャーを演奏部門の一員として見る団体もある。 

『日本のプロフェッショナル・オーケストラ年鑑 2018』より。 
6 日本オーケストラ連盟正会員 25 団体のうち楽団長を置くのは 7 団体である。 
7 『日本のプロフェッショナル・オーケストラ年鑑 2018』より。 
8 例えば東京交響楽団のウェブページ https://tokyosymphony.jp/から同楽団の「財団概要」を確認すると、

会長 1、理事長 1、副理事長 2、専務理事 1、常務理事 1、理事 13、監事 2、評議員長 1、評議員 9、特別

顧問 3、最高顧問 1（評議員長と兼務）で構成されている。 
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楽教育専門の役職を置いている団体は見当たらない9。アメリカの多くのオーケストラやヨ

ーロッパの団体の中には、主に子供を対象とした音楽教育担当の事務局員や、定期演奏会と

いった一般の公演には出演しない、音楽教育専門の演奏家が在籍する団体も少なくない。 

以上のうち、オーケストラの経営に直接かかわるのは、経営部門のうち、事務局の構成員

である（図 4-1）。多くのオーケストラの事務局は、楽団長あるいは事務局長をリーダーと

して、自主公演のチケット販売とその促進、依頼公演を獲得するための営業、支援者の開拓

といった、資金を獲得するために業務を中心に行っている。基本的にはいずれのオーケスト

ラも同様の業務を行っているが、岩野（2013）が指摘するように、「日本のオーケストラの

運営について考える際、とくに注意を要するのは、職制の名称とその職務内容が、それぞれ

の楽団によって微妙に異なるため、一般化した議論がしづらい」ということがある。また、

「『事務局長』が音楽・財政両面に責任を持つ楽団もあれば、音楽面に特化した責任を持つ

楽団もある」というように（岩野 2013：11-12）、事務局内、あるいは楽団全体の音楽面、

財政面の権限が誰にあるのか団体によって異なる。公益法人の団体の場合、代表者は理事長

であるが、大木（2008）は、「法律上のオーケストラの代表だが、理事長は名誉職的な色彩

が強く、実質的なマネジメントは事務局長が行う。アメリカのオーケストラの理事が資金調

達の重要な役割を果たしているのとは対照的だ」と、日米のオーケストラにおける役員の役

割の違いについて述べている（大木 2008：52） 

このように、法人上の責任者は名誉職であることが多く、日常の業務を行う事務局におい

てもその内容によって責任者が異なる場合もあることから、オーケストラの演奏部門が一

定の権限を持っていると大木は指摘している。 

オーケストラの運営に関して、大木は指揮者のリーダーシップの重要性について触れて

いる10。しかし、上で述べたように、指揮者はオーケストラの一員のようでありながら、外

部の人材である場合が多いこともあり、日本の多くのオーケストラにおいては、音楽監督や

芸術監督、常任指揮者といった指揮者の権限は欧米と比較して弱く、音楽面において、すべ

ての決定権や責任を持つ指揮者はほとんどいない11。このことについて大木が、日本では演

奏家が自発的にオーケストラを作ってきたという歴史的経緯から、演奏家のパワーが強く、

指揮者の選出に関しても、楽員の意見が積極的に取り入れられている点が欧米のオーケス

トラとの大きな相違点であると述べているように（大木 2004：203）、日本のオーケストラ

においては、演奏部門の楽員も経営に関与している部分がある。楽員が経営に関与すること

について、いくつかの課題はあるとしながらも、「組織の構成員全員がジェネラリストとし

て全体を見渡し、組織活動に積極的に参加すると共に、プロフェッショナルの特性を生かし

スペシャリストとして納得した仕事を行うというという点では、安定した組織成果を期待

できる」と、これからのオーケストラの望ましい姿として提示している（大木 2004：290-

291）。 

 

 
9 『日本のプロフェッショナル・オーケストラ年鑑 2018』による。なお、同連盟非加盟のシンフォニエッ

タ静岡では音楽教育担当者が在籍している（同楽団ホームページより）。 
10 大木以外にもオーケストラの運営において指揮者のリーダーシップが重要であると触れられている文献

は見られる。例えば山岸（2013）がある。 
11 井上道義氏へのインタビューによる（2018 年 10 月 26 日、同氏の自宅にて）。 
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4.3 「儲け損なうビジネス」をいとわない演奏部門 

 ボウモル&ボウエンは、『舞台芸術』（1966）の中で、随所に演奏家や芸術団体の気質を記

している。「生産性と費用について」との項目において、「典型的な実演家は、それ12に加え

てかなりの快楽や個人的な満足をその仕事から受け取っているものである。実質所得の一

般的水準が時間と共に増加するにつれて、相対的に貨幣所得が低くても心理所得の高い仕

事を求める余裕があると感じるものである」（ボウモル&ボウエン 1966：220）と、個々の

実演家は、芸術活動に取り組む際、金銭よりも精神的に満足感を得られる仕事を優先するこ

とがあるとしている。 

このような個々の実演家が集団となる芸術団体を見た場面においては、「芸術団体は一般

的にひたむきな人々の集団であり、社会にとってのその作品の価値をしっかり認識してい

るので、できる限り広い範囲にわたってしかも公平にそのサービスを分配しようとしてい

るのは当然である」、「舞台芸術団体は、その作品を利用したいと思っているすべての人々に

それを提供したいと思っている。学生、貧困な人々、まだ熱狂的なファンではないが正しく

評価できるようになってくれるかもしれない人々、そして価格が高いために見に行けない

ようなそれ以外の多くの人々にその作品を供給したいのである」（ボウモル&ボウエン

1966：223-224）と、その一般的な気質を紹介している。 

これら実演家について、「芸術家が現存の芸術に対して果たす貢献と引き換えに、社会が

差し出してきた補償は、十分に寛大なものだったとは言い難いのである。どんなに金がかか

っても上演したいという実演家の気持ちに、私達は平然と寄りかかってきたのである」（ボ

ウモル&ボウエン 1966：179）と、実演家達は、自分の経済的な利益よりも、鑑賞者に芸術

作品を届けたいという気持ちに満ち溢れていることを述べている。また、ボウモル&ボウエ

ンは、オーケストラが演奏活動を行う上で最も欠かすことのできない作曲家についても演

奏家に対するものと同様の理解を示している。 

 ボウモル&ボウエンと似た視点であるが、よりオーケストラに焦点を絞ったことを述べて

いるのは山岸である。「オーケストラ内に出世はない。オーケストラに入団することがすで

に狭き門なので、団員であることが対外的には大きな評価となる」、「今日の演奏が優れてい

たからといって特別の褒賞が出ることはない。受け取るのは演奏家仲間や聴衆からの称賛

のみである。しかし、この称賛、あるいは評価といったものが、演奏家が受け取る最大のベ

ネフィットだろう」、「演奏家がモティベーションを維持する要因は、給与などの待遇面を除

けば音楽そのものの中にある。よい指揮者、よいソリスト、よい仲間とともに、よい音楽を

演奏する。みずからが演奏家としての本分を果たす幸せを、演奏そのものによって得るので

ある」（山岸 2013：81-83）と、当日の演奏の良し悪しで賃金が上下することはなく、演奏

をする前であっても、演奏を終えた後であっても精神的な面での利益によって演奏家はモ

チベーションを維持していると述べている。 

大木も同様に、「例えば、小澤征爾が指揮する新日本フィルハーモニー交響楽団のように、

待遇が悪くてもプロフェッショナルとしての自己達成意欲が満たされている場合には、コ

ンフリクトはそれ程大きくない」（大木 2004：208）と、演奏家は精神的に満たされること

が優先されることがある。これに加えて、日本のオーケストラの演奏家について、国内外の

 
12 「賃金」を指している。 
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コンクールでの入賞経験を持つ者も少なくなく、演奏家としての自信とプライドを持って

おり、それはアマチュアや聴衆のみならず、オーケストラの事務局に対しても向けられるこ

とがある。また、一般的に音楽と仕事13を割り切る傾向があり、定期演奏会はレパートリー

を広げ技術を磨くのによい仕事だが、名曲コンサートや青少年向けの音楽鑑賞教室などは、

毎回同じようなプログラムでつまらない仕事だと考える風潮があると述べている（大木

2004：204-205）。 

大木の指摘とやや異なった視点で述べているのは、メルラン（2012）である。オーケスト

ラの演奏家の精神面における「崇高な自己犠牲」を述べる中で、「オーケストラの楽団員は

自分の仕事について、不満よりも美点を強調したがるものだ」（メルラン 2012：32）と、数

十人から 100 人という集団の中において、高いプライドを持ちながら、指揮者の指示に従

い、たとえ目立たないような部分であってもその役割に徹して演奏に徹するという、精神的

な自己犠牲のもとに成り立っていると述べている（メルラン 2012：29-36）。 

以上のことから、プロフェッショナルの演奏家の個々は高いプライドを持ちつつも、オー

ケストラという集団となってひとつの作品を音に変換していく作業の中において、演奏家

同士の協調性を保ちつつ、指揮者の指示に従い、作曲家の書いた楽譜を最大限良い状態で鑑

賞者に提供するために自己犠牲の精神を持っている。そのことは、演奏をする場面に留まら

ず、演奏をするために必要な経済面においてもみられる。筆者によるインタビュー調査にお

いても、「良い楽器に出会うことがあれば、このような機会は二度とないかも知れないと思

い、お金がなくても買い替えることがある」という金管楽器奏者14や、「十分な報酬とは言

えないが、やりがいのありそうな曲目なので引き受けた」と回答する演奏家は多い。 

複数の演奏家に対するインタビューによれば、経済面よりも精神面を優先してしまうと

いう気質は、オーケストラの運営において別の面も見えてくる。演奏家は公演当日の来場者

の多少は気になったとしても、その公演の収支がどのようになっているのかまで気にする

ことはあまりない。満席になっているから利益が得られていると思う演奏家も少なくない。

自身のリサイタルや室内楽の公演においては、自らの収入に直結することから、チケット販

売の努力をすることが多いが、オーケストラでは多くのチケットを販売しても給与の額に

直接反映することはない。また、営業活動は事務局の仕事であるといった分業の意識もあり、

自身の給与に反映し得るオーケストラの経営全体について関心はあったとしても、演奏会

毎の収支といった点に対しては関心が薄いといえる。 

このように、演奏部門の構成員の多くは、必要な金銭は求めるが、それ以上の部分におい

ては精神的な満足を優先させるという特徴がある。それは演奏家として仕事ができている

ということのプライドでもあるが、自分が得られる金銭よりも、音楽を聴くことの素晴らし

さを自らがよく知っているからこそ、自分が儲け損なったとしても、人々に優れた芸術作品

を届けようという気持ちの方が強い。このことについて、アビング（2002）は、「アーティ

ストは芸術に助成している。彼らは低い収入で働いたり、貯金、遺産、社会給付、あるいは

芸術以外の収入、芸術に関連した収入を自らの『芸術ビジネス』につぎ込むことによって、

芸術に助成しているのである」（アビング 2002：325）。そして、「平均的なアーティストは、

 
13 正確な意味は不明であるが、文脈から、大まかに自主公演と依頼公演とを指していると考えられる。 
14 フリーランスのホルン奏者月原義行氏へのインタビューによる（2020 年 9 月 15 日）。 
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他の職業の人々よりもあまり金銭を気にせず、非金銭的報酬を気にかけるため、芸術の高い

ステータスは人口過密と低い収入をもたらす」（アビング 2002：469）と指摘している。ま

た、スロスビー（2001）は、「芸術家が、まだ芸術創造への欲求で強く動機づけられ、彼ら

が芸術家であり銀行員や配管工でない理由は、自分が選んだ芸術形態を通じて表現をした

いからだ」と表している（スロスビー2001：160）。 

 

4.4 マネジメント力の弱い経営部門 

 トフラーは、オーケストラの経営部門の人々の性格的特徴について「多くのオーケストラ

のマネージャーや音楽家はそんな無神経な用語法に気を悪くして、『損失』とか『赤字』と

いった言葉を認めようとせず、そんな言葉は会計事務所で使われるもので、文化団体で使わ

れるものではないと言う」（トフラー1964：172）と述べている。そして、「ブリキのカップ

の募金箱に入るお金のガラガラ鳴る音を、我々はこれまで聞いてきた。聞いたことがないの

は、なぜこれらの赤字が増えてきたのか、将来にもわたって増え続けるのであろうか、につ

いての分かりやすい説明である」と、経営陣への不信感を示し、「文化産業の営利部門が利

益を産み出しているのに、なぜ非営利部門が継続的でより多額の補助を必要とするのかに

ついて疑問に思う」、「さらにもっと驚きなのは、非営利団体がこの問いに答えずに、どのよ

うに年々寄付を増やし続けることができたのかという点である。というのは懐疑的な実業

家が芸術家や文化団体の理事に対してこの質問をしても、彼らは無視する傾向にあるから

だ」（トフラー1964：179）と、寄付を求められる人々がオーケストラの経営部門に対して

抱く率直な疑問を述べている。 

 日本のオーケストラにおける、経営部門の組織としての特徴について、大木は「経営組織

の中で、理事長は名誉職であり、事務局長は事務の責任者である。役割分担・権限はあいま

いで、楽員のパワーが強く、戦略策定の人材が不足している」と述べている（大木 2004：

210）。 

また、前述した岩野の指摘のように、どの役職にどのような権限があるのか、同じ職名で

あっても団体によってその範囲が異なるため、どの役職がリーダーシップをとることが望

ましいか提示することも難しい。この不明瞭さは、日本オーケストラ連盟の会議に各楽団の

代表として出席する者を見るとわかる。出席しているのは、楽団長、事務局長、芸術監督15、

楽員16らである17。これら代表者は理事を兼務している場合が多いが、法人としての代表者

である理事長が出席することはない18。 

トフラーの指摘は、現在の日本でも当てはまるといえる。どのような公演で何にどれだけ

費用がかかり、いくら赤字になったのか、明確に示されることはない。それはオーケストラ

 
15 長崎 OMURA 室内合奏団の村嶋寿深子氏が挙げられるが、同氏は指揮者ではなく、楽器の演奏家でもな

い。 
16 準会員の瀬戸フィルハーモニー交響楽団には楽団長も事務局長もおらず、チェロ奏者で理事でもある宮

崎氏が公式な役職ではないが、楽団長の代理と事務局長の代理といった立場をとっている（同氏へのイ

ンタビューによる。2019 年 3 月 15 日）。 
17 日本オーケストラ連盟加盟団体の会議に出席している楽団長（東京シティ・フィルハーモニック管弦楽

団志田明子氏、大阪交響楽団二宮光由氏）、事務局長（山形交響楽団西濱秀樹氏）、芸術監督（長崎 OMURA

室内合奏団村嶋寿深子氏）、楽員（瀬戸フィルハーモニー交響楽団宮﨑節二氏）へのインタビューによる。 
18 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団楽団長志田明子氏による。 
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が公開する財務状況から確認することができる。日本オーケストラ連盟正会員の団体のう

ち、約 9 割を占める 22 団体、本研究の対象としている 58 団体のうち、半数を超える 30 団

体が公益法人格を有している。これら公益法人には財務状況を開示する必要があるが、貸借

対照表、正味財産増減計算書、財産目録のそれぞれ 1 ページ、計 3 ページのみを公開して

いるという団体も複数見られる19。また、いずれの団体も自主公演の収支と依頼公演の収支

が明確になるような資料は公開されていない。例えば、指揮者やソリストの出演料について、

自主公演と依頼公演を一括して記載していることが読み取れる団体もある。 

これは、支援を受けることを維持するためではないかと推察する。オーケストラには自主

公演と依頼公演があるものの、依頼公演で利益をあげていることについては触れず、全ての

公演を合わせた収支で赤字であることを示すためではないか。トフラーのいう「寄付を求め

られた頑固な実業家」がそれを知れば、当然のように「利益が出る依頼公演を増やして、赤

字になる自主公演を減らせばいい」と考えるであろう。このような実態から、日本のオーケ

ストラの経営陣もまた、トフラーが指摘したような特徴を持っているといえる。 

次に、大木の指摘から考えると、儲け損なうことをいとわないと考える多くの楽員が力を

持っているからであるといえる。さらに、理事長は名誉職であるという大木による指摘、岩

野による指摘、日本オーケストラ連盟の会議出席者の様子から見ると、最終的な責任者が誰

であるのか、組織の中でも明確になっていないことから、演奏面において日頃より団結力の

強い楽員が力を持つということが考えられる。また、ボウモル&ボウエンによる、小編成化

やリハーサル日数の削減といった大胆な所得不足の改善案や、それに伴う演奏の質の低下

を阻止するためにも（ボウモル&ボウエン 1966：226-227）、楽員たちは、自らを犠牲にし

てでも演奏を提供するという思いが理解できない経営部門に権限を握られたくないという

気持ちから、役員や事務局に圧力がかかるということも考えられる。そして、日本のオーケ

ストラの経営部門には、楽員から楽団長やマネージャーに転向するものもいることから20、

経営陣の一員となっても楽員と同様、儲け損なうことをいとわないという考え方が変わっ

ていなければ、その部下にあたる事務局員たちも従うことになるであろう。 

以上の特徴のほかに、楽員と比較して事務局の職員は入れ替わりが多いという点が挙げ

られる。正確なデータはないが、日本オーケストラ連盟の資料21における各団体の事務局の

名簿からその傾向がみられる。このことについて、給与が低いといった待遇面の悪さを指摘

する意見も聞かれるが22、楽員のように、自らを犠牲にしてまで事務局での業務をしたいと

考えないことは、一般から見れば当然のことであるといえる。 

このようなことから、「事務局側と楽員の間にも十分な信頼関係が築かれておらず、楽員

は事務局の運営や体制に不満を持っている」という指摘もある（大木 2004：208）。 

 

4.5 まとめ 

本章では、先行研究で取り上げられてきた芸術家の考え方やその特徴から、演奏家を中心

 
19 情報公開の基準は満たしているのであろうが、支援を求められる側から見ると十分ではないと指摘され

る可能性も考えられる。 
20 例えば東京交響楽団の楽団長は代々楽員から選出されている。また、東京シティ・フィルハーモニック

管弦楽団の志田明子氏も同楽団のピアニストであった。このような事例は他の団体にも見られる。 
21 『日本のプロフェッショナル・オーケストラ年鑑』 
22 オーケストラの楽員、事務局員、事務局員経験者へのインタビューによる。 
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とするオーケストラの組織全体を見渡すことで、なぜオーケストラが「わかっているのにあ

えて儲け損なうビジネス」を続けるのかを考察した。 

日本のオーケストラの組織は、大きく演奏部門と経営部門に分かれている。演奏部門の演

奏家は、自分たちの儲けよりも人々に音楽を提供したいという気持ちの方が強い。この演奏

家の気質は今後も変わるということは考えにくいであろう。一方、経営部門は法律上の責任

者である理事長は名誉職に留まる。事務局の役職は同じ職名であってもその業務内容や責

任の重さは団体によって異なる。さらに団体内部においても、音楽面と経営面など、事柄に

よって権限を持つ人物が異なることや、責任を持つ人物が誰であるのか、団体内部において

も対外的にも不明瞭である。そして、経営部門はどのような原因でどの程度の赤字が生まれ、

支援を継続する必要があるのかという明確な回答を拒むという体質も手伝って、経営部門

に不満を持つ演奏部門の楽員も表れる。その結果として、日頃の演奏において団結力のある

演奏部門の楽員が力を持っている構造があるということが浮かび上がった。 

このような状況を改善するには、明確な経営責任者を置くということが考えられる。ひと

つは、先行研究でも取り上げられる指揮者のリーダーシップに頼るという方法である。欧米

では演奏だけでなく、経営責任を含む芸術監督・音楽監督のポストがある。すなわち、演奏

部門、経営部門を統括する存在である。しかし、大木が指摘したように、日本のオーケスト

ラは楽員が力を持っていることから、リーダーシップを発揮しにくい。また、指揮者の多く

は民間企業である音楽事務所に所属していることから、日本のオーケストラでは「指揮者は

外部の人材」という認識を持たれていることも考えられる。指揮者としての最高位のポスト

である芸術監督や音楽監督であったとしても、年間 10 回程度ある定期演奏会のうち、2～3

回しか出演せず、その他のコンサートを含めて、その団体と共にする時間は年間 2 か月程

度ということも珍しくない。また、音楽監督らに対して給与制をとっている事例は見られず、

海外のように音楽監督といったポストに対して支払われるタイトル料が支払われることも

ない23。このような特徴から、日本のオーケストラにおいて指揮者に経営責任も担わせるに

は、その報酬を支払うための費用負担の増加が懸念される。そして、日本のオーケストラの

音楽監督を務める指揮者の定期演奏会のプログラムを見ると、指揮者もまた、わかっていな

がらあえて儲け損なうビジネスを好む演奏家のひとりであるといえる。あるいは、演奏家以

上に儲け損なっているということにすら無頓着である可能性もある。 

もうひとつは、理事長を名誉職ではなく、オーケストラの経営責任者としての役割を担っ

てもらうという方法である。例えば、東京交響楽団の理事長は、旅行業者 H.I.S.の会長であ

る澤田秀雄氏、東京フィルハーモニー交響楽団の理事長は、インターネット関連企業である

楽天の会長兼社長の三木谷浩史氏、大阪交響楽団の理事長は、大和ハウス工業社長の芳井敬

一氏である24。このような経営者が名誉職に留まらず、また経済的支援をするに留まること

なく、実際にオーケストラを経営することで、変革を遂げる団体が生まれる可能性もある。

しかし、経営に注力することから、赤字の発生しやすい自主公演を大幅に削減し、利益を得

られる依頼公演を増やすといったことになると、演奏部門のモチベーションの維持が難し

 
23 指揮者井上道義氏へのインタビューによる（2018 年 10 月 26 日、同氏の自宅にて）。 
24 このほかにも、関西フィルハーモニー管弦楽団の理事長には、ダイキン工業株式会社取締役会長の井上

礼之氏、大阪フィルハーモニー交響楽団（大阪フィルハーモニー協会）の理事長には、三井住友フィナ

ンシャルグループ取締役会長の奥正之氏が就任している。 
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く、演奏の質が低下するという課題が表れることも考えられる。また、自治体の支援比率が

高い団体では、自治体の首長らが理事長に就任しているケースもあることから25、大阪府や

大阪市で見られたような、政治的な判断が楽団の経営に一層直接的な影響を及ぼす可能性

もある。 

以上のことから、日本のオーケストラが比較的安定した経営を行う余地があるにもかか

わらず、経営部門の責任者が不明瞭であることや、演奏部門も経営に関して強い意見を持っ

ていることから、必ずしも合理的な経営が行われていない。しかし、経営を専門家に任せた

ところで、オーケストラの経営が上手くいくとは限らないといえる。 

そして、ボウモル&ボウエンの言葉が表すように、芸術と経済の間にジレンマが生じてい

るといえる。「典型的な実演家は、それ（賃金）に加えてかなりの快楽や個人的な満足をそ

の仕事から受け取っているものである。実質所得の一般的水準が時間とともに増加するに

つれて、相対的に貨幣所得が低くても心理所得の高い仕事を求める余裕があると感じるも

のである」（ボウモル&ボウエン 1966：220）ことに、「どんなに金がかかっても上演したい

という実演家の気持ちに、私たちは平然と寄りかかってきたのである」（ボウモル&ボウエ

ン 1966：179）と社会一般の認識について指摘している。その上で、このような状況が長く

続くことによって、「重大な赤字を引き延ばしてきた団体は舞台芸術の質を落とさなくては

ならないという脅迫を受けているのである」（ボウモル&ボウエン 1966：205）と、芸術性

と経済性のジレンマは、将来的に実演芸術団体の存続そのものにも影響を及ぼすことを指

摘していると考えられる。 

 

 

  

 
25 例えば、京都市交響楽団の理事長は京都市長、オーケストラ・アンサンブル金沢の理事長は石川県の副

知事である（『日本のプロフェッショナル・オーケストラ年鑑 2018』より）。 
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第 5 章 オーケストラと関係を持つ外部組織 

    －営利目的のクラシック音楽ビジネス－ 

5.1 はじめに 

 第 3 章、第 4 章では、日本のオーケストラが比較的安定した経営を行う余地があるにも

かかわらず、経営部門の責任者が不明瞭であることや、演奏部門も経営に関して強い意見を

持っていることから、必ずしも合理的な経営が行われていないことを示した。しかし、経営

を専門家に任せたところで、オーケストラの経営が上手くいくとは限らない。その要因のひ

とつに、外部との関係がある。 

オーケストラと関係のある外部の組織について、山岸は、経営という観点から一般的な企

業とオーケストラを比べると、オーケストラは収入源が多様なため、オーケストラに関わる

外部の関係者もまた多様であることがオーケストラの特徴であると述べている。この多様

な外部の関係者について、「オーケストラの直接のいわゆる取引先としては、指揮者やソリ

ストなどの招聘アーティスト、作曲家、音楽評論家や音楽学者などの音楽専門家、ホールや

音楽マネジメント会社1、広告会社などがある」と示している（山岸 2013：217）2。なお、

これらオーケストラの取引先のうち、指揮者やソリスト（独奏者、独唱者）の多くは音楽事

務所に所属する演奏家であることから、原則として指揮者やソリストとの取引は音楽事務

所に集約される。また、山岸が示していないオーケストラの取引先として、公演の依頼や助

成金を受ける、国や自治体、企業、行政及び企業を母体とする文化財団、演奏会場となる文

化施設の運営者や指定管理者、楽譜を購入・レンタルする楽譜出版社、音楽著作権管理団体

も挙げられる。 

オーケストラが自主公演を行う際、上記の外部組織のうち、楽譜出版社に対しては、主に

近代・現代3のオーケストラやオペラ、バレエの作品を演奏する場合に楽譜のレンタル費用

が発生する4。楽譜には購入できるものがある一方で、近代・現代のオーケストラが関係す

る作品の多くはレンタル制度とっており、購入できるものと比べ、高額であることから、オ

ーケストラにとっては大きな経済的負担となることがある。また、音楽事務所には指揮者や

ソリストの出演料を支払う必要がある。音楽事務所を通じて招聘する場合、その額は、1 回

の公演につき 10 万円程度から、スーパースター現象と呼ばれるように 1000 万円を超える

演奏家もいると言われている。 

オーケストラと楽譜出版社との関係、レンタル楽譜の制度に関する先行研究はないが、レ

ブレヒトがクラシック音楽分野の作曲家と楽譜出版社との関係について詳しく述べた著作

がある（レブレヒト 1996：309-326）。レブレヒトは、欧米の楽譜出版社による権利ビジネ

スの加速によって、数多くあった中小の楽譜出版社が大企業に吸収され、絶滅に向かってい

ったと述べている。クラシック音楽の楽譜出版社もまた、オーケストラの経営に類似して、

売れ行きの悪い作品を多く抱えていることから経営が苦しくなり、大手に買収をされてい

ったという実態がある。その一方で、いくつかのヒット作によって利益を得て、事業を存続

 
1 本稿では「音楽事務所」としている。 
2 オーケストラの実態からみると収入源よりも支払先が多様であるといえる。また、山岸が示している取

引先はいずれもオーケストラの収入源となっている相手ではなく、支払いをすることが多い相手である。 
3 西洋音楽史において近代は 19 世紀末から 1920 年頃まであるいは 1945 年頃までとし、それ以降は現在

までを指す。 
4 室内楽作品においてもレンタル楽譜を借用しなくてはならないものもある。 
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させている企業もある。 

レブレヒトはまた、欧米のオーケストラの財政状況と、オーケストラと音楽事務所との関

係について触れる中で、「あらゆる国のエージェントたちが、日本の収益性の高いホールで

のツアーでごっそり儲けた」と、海外の演奏家や音楽事務所にとって、日本はクラシック音

楽の重要な市場となっていることを指摘している（レブレヒト 1996：13）。大木も、オーケ

ストラの経営は赤字となるにも関わらずなぜ存続するのかを検討する中で、「海外のオーケ

ストラが公演に来るのは、招聘元が儲けを出せるからに違いない。なぜ儲からないオーケス

トラで、儲けられる招聘元があるのだろう。不思議な世界である」（大木 2008：84）と、儲

けることが難しいとされるオーケストラの公演によって利益を得ている音楽ビジネスが存

在していると述べている。 

既に見てきたように、オーケストラの経営は厳しい環境におかれている。その一方で、海

外のオーケストラにとって日本は重要なマーケットであり、海外のオーケストラの公演に

よって大きな利益を獲得する音楽事務所が存在している。また、楽譜出版業界も、経営が厳

しくなる中で生き残る方法を模索し、ビジネスを継続しているように、営利を目的とする企

業は利益を得て事業を展開することが出来ている。 

そこで本章では、オーケストラと深い関係にある楽譜出版社と音楽事務所に焦点をあて、

これらの企業がどのような仕組みで利益を得ながら事業を継続しているのかを考察する。

その事例を参考に、オーケストラが自主公演において利益を獲得するための方法について

検討する。 

 

5.2 楽譜出版社 

オーケストラにとって楽譜出版社は欠かすことのできない外部の組織である。クラシッ

ク音楽は一部の作品を除き5、原則として即興演奏を伴うことはない。原則として作曲家が

書いた楽譜を音に変換することがクラシック音楽の演奏家の役割であるため、演奏に当た

っては楽譜を欠かすことができない。 

演奏家にとって楽譜は不可欠なものであるが、楽譜出版社にとって、出版すれば全ての作

品が十分な利益を得られるものになるというものでもない。制作費や在庫の保管といった

費用から採算の合わない作品を多く抱えていることもある6。その結果、経営が苦しくなり、

大手に買収をされていくという実態がある。しかし、いくつかのヒット作によって利益を得

て、企業を存続させている出版社もある7。 

 

 
5 例えば作曲家ジョン・ケージによる「偶然性の音楽」が挙げられる。 
6 演奏機会がほとんどない海外の出版社による作品を購入した場合、50 年以上前に印刷された初版が届く

こともある。 
7 例えば、ロドリーゴの『アランフェス協奏曲』や、グレツキの『交響曲第 3 番（悲しみの歌の交響曲）』

の大ヒットは、小さな出版社に十分な利益をもたらしたことが知られている。また、世界中で演奏され

ることによって莫大な利益を得られていたラヴェルの『ボレロ』の権利を巡り、フランスではラヴェル

の唯一の親族であった弟が 1960 年に亡くなった後、出版社を中心に権利の確認や保護期間の延長を求

める裁判が続いたという事例もある。日本では没後 50 年＋戦時加算によって 1997 年に著作権が消滅し

たが、フランスではラヴェルの没後 79 年となる 2016 年までその権利が保護されていた。『ボレロ』の

著作権保護期間中に著作権料だけで 50 億円以上を得ていたと言われている。このような権利料が出版社

の主要な収入源となっている団体もある。 
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5.2.1 オーケストラが楽譜にかける費用 

オーケストラが使用する楽譜は大きく分けて 2 つの種類がある。ひとつは購入すること

ができる楽譜であり、オーケストラや楽譜出版業界においては「売り譜」と呼ばれることが

多い。1 度購入すれば半永久的に利用することができる8。もうひとつはレンタル楽譜であ

る。「売り譜」に対して「貸譜（かしふ）」と呼ばれることも多い。このレンタル楽譜は、公

演の度に出版社や楽譜の輸入代理店から借りて使用する。レンタルの期間は出版社によっ

て異なるが、公演日の 3 か月前あるいは 6 か月前からである。実際にオーケストラ全員で

その楽譜を使用するのは、公演 2～3 日前から開始されるリハーサルと公演当日の数日間で

ある。 

売り譜とレンタル楽譜の費用の違いについて見てみよう。プログラム A（表 5-1）は、ク

ラシック音楽の分野では名曲といわれる、よく知られた作品である、モーツァルト作曲のオ

ペラ『フィガロの結婚』より序曲、ベートーヴェン作曲『ヴァイオリン協奏曲』、ブラーム

ス作曲『交響曲第 1 番』で構成したものである。プロのオーケストラであれば大半の団体は

既にこれらの楽譜を所有しているが、ここでは全ての作品を新たに購入した場合を想定す

る。なお、編成はいずれもオーケストラとしては標準的な規模である 14 型とし、必要な部

数を購入するものとする9。プログラム B（表 5-2）は、売り譜だけによるプログラム A と

比較するため、演奏時間が 15～20 分の４つの作品全てがレンタル楽譜を使用し、このうち

2 作品は日本初演であることから、50％の初演加算料金が発生する。全ての作品の著作権が

保護されているものと仮定する。こちらもプログラム A と同じく 14 型の編成を想定してい

るが、レンタル楽譜の料金は編成の大小ではなく、演奏時間によって決められている。なお、

プログラム A、B ともに演奏会全体の時間は休憩時間を含めて約 2 時間である。 

 

 

 

 
8 ただし、どのような曲目も 1 セットずつあれば良いというわけではなく、例えば、ベートーヴェンの交

響曲第 9 番「合唱付き」といった、日本のオーケストラが頻繁に演奏する作品は、その団体を指揮する

機会の多い指揮者ごとに別のセットを所有するほか（指揮者によって指揮の仕方や、テンポ設定、弦楽

器の弓使い（ボウイング）といった指示が異なるためである）、同じ作品でも校訂の違い、出版社の違い

によって複数の楽譜を所有していることもある。 
9 14 型とは第 1 ヴァイオリンの人数を基準とし、低音楽器に進むに従って 2 名ずつ減るものであり、第 1 

ヴァイオリン 14 人、第 2 ヴァイオリン 12 名、ヴィオラ 10 名、チェロ 8 名、コントラバス 6 名となる。

しばしば、ヴィオラとチェロが同数となり、コントラバスが 8 名となることもある。弦楽器は 2 名で 1

つの楽譜を使用することから、ここでは 7 部、6 部、5 部、5 部、4 部を必要とする。管楽器は全てのパ

ートで 1 セットとして販売される。 

（表5-1）売り譜の購入費用　プログラムA

基本料金
日本初演

加算
海外からの

送料
国内送料

曲目ごとの
小計

備考

モーツァルト  ¥     15,935 ¥0 3,728¥    ¥0  ¥     19,663 128 €

ベートーヴェン  ¥     25,197 ¥0  ¥           - ¥0  ¥     25,197 202.40 €

ブラームス  ¥     34,173 ¥0  ¥           - ¥0  ¥     34,173 274.50 €

29.95 € 小計  ¥     79,033

 ¥             -

合計  ¥  79 ,033

海外からの送料は3曲分の合計額

（Breitkopf & Hartel社通信販売サイトを基に筆者作成）

為替レートは 1€＝124.49円

2020年11月28日現在
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このレンタル楽譜の料金は 1 回の公演にかかる料金である。1 回目の公演から 1 週間以

内に 2 回目の演奏をする場合には、2 回目以降が 10％割引になる場合や10、1 か月以内に複

数回演奏する場合は、2 回目が 20％、3 回目は 35％、4 回目以降は 50％割引になる出版社

もある11。 

以上で示した例では、1 度購入すれば何度でも半永久的に使用できる売り譜は 1 公演分で

79,033 円であることに対し、レンタル楽譜は 1 回の使用に対して 628,100 円と、売り譜の

約 8 倍もの費用がかかる。さらに、プログラム A には著作権使用料がかからないが、プロ

グラム B はいずれも著作権が保護されている作品であるとし12、2000 席のホールで、入場

料を一律 5,000 円（消費税込）とした場合、399,960 円の著作権使用料を支払う必要がある

13。このような費用の問題から、レンタル楽譜による曲目の演奏を見合わせる団体もある14。 

レンタル楽譜にはその料金や著作権使用料といった経済的負担以外にも、オーケストラ

にとっていくつかの問題点がある。主なものとして、弦楽器は 2 人で 1 つの楽譜を使用す

ることから、各自が自宅に持ち帰って練習するためには部数が不足する。コピーをすること

は著作権法に抵触し、出版社との契約にも違反するものとなるため不可能である。また、演

奏が終了した後は楽譜を返却しなくてはならないことから、その団体がより良い演奏を目

指し、リハーサルで積み重ねた努力を楽譜上で記録して保管することができないという問

題もある。頻繁に貸し出される作品15では団体別の楽譜を所有している出版社もあるが、極

めて稀である。次に同じ作品を演奏しようとも前回の記録は消されてしまっており、再びは

じめから作り直していかなくてはならず、生産性の観点からも非常に不効率なシステムで

ある16。また、演奏を検討するために限定してもスコアをレンタルしなければならない作品

 
10 ショット・ジャパンのレンタル楽譜がこの制度である。 
11 音楽之友社のレンタル楽譜がこの制度である。 
12 レンタル楽譜は近代・現代の作品が多いため、著作権使用料が発生することが多くなる。 
13 計算式は（入場料 4,545 円（消費税抜）×座席数 2000×80％）×5％＋消費税 10％となっている。なお、

主催団体が日本音楽著作権協会と包括契約を結んでいる場合は 80％の部分が 50％となることから、著

作権使用料は 249,975 円となる 
14 複数のオーケストラへのアンケート調査による（東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団、アンサン

ブル・ノマド、シンフォニエッタ 静岡、東京佼成ウィンド・オーケストラ）。なお、ショットミュージッ

クの代表取締役社長横田敬氏は「そのようなことはない」と否定しているが、その根拠は不明である。

同氏へのインタビューによる（2018 年 12 月 16 日川崎市にて）。 
15 例えばストラヴィンスキー作曲のバレエ組曲「火の鳥」（1919 年版）のような作品である。 
16 実際には弦楽器のボウイング（弓の上げ下げ）といった記録を残すため、公演後にコピーをとり、保管

していることもある。 

（表5-2）レンタル楽譜の料金　プログラムB

基本料金
日本初演

加算
海外から

取寄せ送料
国内送料

曲目ごとの
小計

備考

作品1  ¥     82,000  ¥   41,000  ¥   30,000  ¥     3,000  ¥    156,000

作品2  ¥    105,600  ¥   52,800  ¥   30,000  ¥     3,000  ¥    191,400

作品3  ¥     82,000  ¥           -  ¥   30,000  ¥     3,000  ¥    115,000

作品4  ¥    105,600  ¥           -  ¥           -  ¥     3,000  ¥    108,600 国内在庫

 ¥    571,000

 ¥      57,100 10%

 ¥ 628 ,100

（Breitkopf & Hartel社通信販売サイトを基に筆者作成） （全音楽譜出版社、ショット・ミュージック、ヤマハ、オーケストラからの情報を基に筆者作成）

小計

消費税

合計
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も多い17。どのような内容なのか全くわからない作品を調べるために数万円もの費用をかけ

て楽譜を借りることはオーケストラにとって負担となることから、選曲の候補にすら入ら

ないことも考えられる。このように、演奏会にかかる人数や時間は同じであっても、楽譜を

購入するかレンタルするかによって費用は大きく異なり、レンタル楽譜ではオーケストラ

のプログラムを制約する場合もある。 

なぜオーケストラにとってはメリットのないレンタル楽譜制度が設けられているのか、

次に楽譜出版社によるレンタル楽譜制度についてみていく。 

 

5.2.2 レンタル楽譜制度 

結論から述べれば、楽譜出版社は、自らを取り巻く社会情勢にあわせ、レンタル楽譜とい

う制度を設けたといってよい。レンタル楽譜制度がいつから始まったのかについては、日本

の楽譜出版社もその詳細を把握していないが18、欧米の出版社によって 20 世紀に入ってか

ら始まったものと推察される。その根拠のひとつとして、現在はレンタル扱いとなっている

楽譜の表紙には、以前に販売されていた際の定価が記されていることが挙げられる19。また、

別の観点からは、例えばドイツの楽譜出版社が持つ楽譜を他国で演奏しようとする場合、公

演に間に合うよう、レンタル楽譜が届かなければならないこともレンタル楽譜が 20 世紀に

入ってからの制度であることを示していると考えられる。こうしたレンタル楽譜の輸送の

問題を考慮すると、鉄道網や航空機といった各国間での輸送網が整備されてからのことで

からでなければ、この制度も実質的に機能しないからである。 

このレンタル制度が始まった理由も詳しくは明らかになっていないが、ヤマハが取り扱

うレンタル楽譜に添付されている文書『貸譜（レンタル譜）をご利用いただく前に』には、

「『貸譜』というシステムは『著作権の管理・保護』という側面もある。現在ほどコピーを

簡単にできなかった時代にレンタル楽譜という形態を生み出し、『演奏許諾』と『著作権使

用料徴収』を兼ねていた。現在の『貸譜』料金には『著作権使用料』は含まれていないので、

著作権保護期間中の作品は別途 JASRAC20への著作権使用料支払いが必要」と説明されて

いることから、著作権管理との関連があることを推測することができる21。作曲家の創作物

の権利を管理し、作曲家は演奏されたことによって報酬が得られるよう、当初は出版社のみ

が著作権管理を行っていたことが、レンタル楽譜が制度として生み出される理由であり、著

作権管理団体が組織されてからはその役割は失われたものの、その名残として出版社は楽

 
17 演奏を検討するためのレンタル費用は 1 作品につき 1～2 万円程であり、海外から取り寄せる場合には

さらに 1～2 万円程の送料の負担が必要となる。 
18 音楽之友社、全音楽譜出版社、ヤマハ、ショット・ジャパン各社へのインタビュー調査による。 
19 例えば、フランスの楽譜出版社Durand（デュラン）より1931年に出版された、Pierre-Octave FERROUD

（ピエール＝オクターヴ・フェルー、1931）作曲の『交響曲』は、現在、小型のスコア（全パートが記

載されている総譜）のみが購入可能であり、大型のスコアやオーケストラが演奏に使用するパート譜は

レンタルである。しかし、現在購入することができる小型のスコアの表紙を見ると、大型のスコア 200

フラン、小型スコア 40 フラン、パート譜のセット 300 フラン、パート譜のばら売り 1 部 20 フラン、ピ

アノ（1 台 4 手）リダクション版 50 フランと記載されている。このような事例は同時代の作曲家の作品

でも見ることができる。このように以前には販売されていたものの、現在はレンタル扱いとなっている

作品の作曲時期、出版時期といった特徴から 20 世紀に入ってから設けられた制度であると推察される。 
20 音楽著作権管理団体である「一般社団法人日本音楽著作権協会」のことである。 
21 ヤマハミュージックリテイリング（2018 年 6 月）『★貸譜（レンタル譜）をご利用いただく前に ★』
（原題ママ／レンタル楽譜に添付される文書）による。 
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譜の管理のみを行っていると考えられるのである。 

また、上記のヤマハによるレンタル楽譜の説明文にある「現在ほどコピーを簡単にできな

かった時代にレンタル楽譜という形態を生み出し」という点は、楽譜は印刷技術によって普

及し、書籍のように販売されてきたものであり、レンタルされている楽譜の大半が印刷され

たものであることから、簡単に複製ができないという説明とは相容れない。むしろ、現在で

はレンタル楽譜になっている作品22には、「複製を禁ずる」という注意書きが記されている

23ことから、楽譜の複製が出版社の経営に影響を与えていると考え、本来の著作権者である

作曲家の代理人となって「著作権の管理・保護」を行い、「著作権使用料徴収」を行うこと

で、より多くの収入を確保することが、レンタル楽譜制度を設けた主な目的であると推察さ

れる24。 

さらに、日本においては、著作権が消滅していない作曲家の楽譜を「売り譜」として出版

する場合、出版社は日本音楽著作権協会に著作権使用料を支払う必要がある。しかし、レン

タル楽譜として出版する場合には、著作権使用料の支払いが不要であることから、楽譜出版

社の費用負担を減らし、利益を得られるようにするためにレンタル制度が設けられたこと

も考えられる25。 

このように、レンタル楽譜制度はかつて、著作権管理のためのシステムとして機能してい

たものの、現在ではシステムとしての合理性を欠いており、むしろ、オーケストラをはじめ

とするその利用者に経済的な負担を強いる制度となっている可能性が高い。また、作曲家に

とっては自作がレンタル楽譜の形で提供されることで、演奏者にとって経済的負担が高く

なることによって演奏が敬遠されることになれば、作曲家自身の利益にならず、芸術の創造

を妨げるものにもなる。 

 

5.3 音楽事務所 

オーケストラと切り離すことができないもうひとつの組織として、音楽事務所をあげる

ことができる。オーケストラは音楽事務所に指揮者やソリストの派遣を依頼し、共演するこ

とが一般的である。また、海外のオーケストラが日本公演を行う際には日本の音楽事務所が

マネジメントを行うことが多い。ここでは営利を目的とする企業である音楽事務所がどの

ようにして利益を得ているのかに注目したい。 

5.3.1 オーケストラが指揮者とソリストにかける費用 

 
22 脚注に記したフェルー作曲の『交響曲』を指す。 
23  “La copie de la Partition et des Parties d’Orchestre est interdite et sera pourvuivie comme 

contrefaçon.”と、スコアとパート譜の複製を禁じる旨が記されている。フェルー作曲の『交響曲』は、コ

ピー機の出現以前に出版、印刷された楽譜であることから、これは印刷された楽譜を手作業で複製する

（写譜）ことを禁ずることを示していると考えられる。なお、現代の機械によるコピー（複写）をフラン

ス語では photocopie という。 
24 書籍に置き換えて整理をすると次のような経緯を辿ったことが推察される。元来書籍は印刷の登場によ

って広まり、販売されたものであるが、手書きによって複製する人々が現れた。そのことによって出版

社は書籍が売れなくなり、収入が減少したため、販売することを止め、レンタルという貸し出す方法に

切り替えた。出版社はレンタルに切り替えたことについて、「以前は書籍を簡単にコピーすることが出来

なかったため、貸し出すことにした」と説明しているが、貸し出される書籍は印刷されたものであるこ

とからコピーを作成する必要はない。このことから考えても、簡単にコピーをすることが出来ないから

貸し出すという説明は、実態とは辻褄が合わないと指摘できる。 
25 株式会社イトーミュージック鈴木氏へのインタビューによる。 
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第 4 章でもみたように、オーケストラの組織の一員であると思われることの多い指揮者

は、オーケストラの楽団員とは異なり音楽事務所に所属していることが多い。また、オーケ

ストラと共演するソリストも音楽事務所に所属していることが一般的である。オーケスト

ラは音楽事務所に派遣を依頼する指揮者やソリストの出演料や旅費交通費を音楽事務所に

支払うという形態をとる。ある指揮者が特定の団体の音楽監督や常任指揮者といったタイ

トルを持っていたとしても、こうした形態をとることが一般的である。オーケストラは、指

揮者やソリストが公演に出演する度に音楽事務所に出演料や旅費交通費を支払い、音楽事

務所は規定のマネジメント料26を引いた報酬を、指揮者やソリストに支払うことになる。 

指揮者はオーケストラの演奏家を統率するという意味で、演奏家組織の頂点に立つが、オ

ーケストラの組織から見れば、外部から派遣された人材である。ソリストもまた、協奏曲を

演奏する際には、指揮者よりも上位、あるいは指揮者の次位に立つが、外部組織からの人材

である。オーケストラの組織から見れば、外部の人材という点において、公演ごとの契約と

なるエキストラ奏者と同様である。しかしエキストラ奏者が楽員の欠員を補助するという

役目をもつことに対し、指揮者やソリストには、オーケストラの演奏の質を向上させること

だけでなく、彼らの知名度によってより多くの集客を動員することや、スポンサーの獲得を

期待される場合もある。指揮者やソリストの出演料は幅が広く、通常の公演の場合、指揮者

の場合 3 日間、ソリストは通常 1～2 日のリハーサルを含む 1 回の公演に対して 10 万円程

度である場合から、1000 万円を超える場合まで様々であるが、共演するオーケストラやそ

の他の主催者との関係から出演料が異なることがあるため、上で述べたように出演料は公

開されていないことが一般的である。 

レブレヒト（1996）は、欧米のオーケストラにおける年間の支出と、そのうち指揮者やソ

リストの出演料として音楽事務所に支払った金額について、「1991 年、アメリカでのオーケ

ストラの支出は 7 億ドルに迫ったが、そのうちの半分以上（51 パーセント、3 億 5580 万ド

ル）はソリストと客演指揮者に支払われた。また、音楽監督には 4000 万ドルがかかった」、

「1992～93 年にかけて、ロンドンのあるオーケストラは、500 万ポンドの予算のうち 90 万

2000 ポンドをソリストと指揮者に支払った」ことを示している。また、マネジメント料は

アメリカの音楽事務所が 20％、イギリスは 10～15％と述べている。この他にも、オランダ

やドイツ、イタリア、フランス、スイスのオーケストラが音楽事務所に対して、指揮者やソ

リストに多くの出演料を支払っている状況について触れている（レブレヒト 1996：12-13）。 

日本のオーケストラが指揮者やソリストにどれくらいの費用をかけているのか見てみよ

う。日本のオーケストラにおいて、財政規模が最も大きく、また最も詳しく公表している公

益財団法人 NHK 交響楽団の 2019 年度の財務諸表を見ると、年間の収入の合計が約 30 億

8 千万円に対し、支出は約 33 億 4 千万円と、2 億 6 千万円の赤字となっている。支出額の

うち、指揮者の出演料は約 3 億 7 百万円、旅費交通費に約 4 千万円と支出全体の約 10.4％

を占めている。ソリストの出演料は約 1 億 5 千万円、旅費交通費に約 2600 万円と支出全体

 
26 日本の音楽事務所が得られるマネジメント料について、日本のクラシック音楽のマネジメントをする音

楽事務所が中心となって組織されている「一般社団法人 日本クラシック音楽事業協会」による書籍で

は、演奏家のマネジメント、契約等について詳しく述べているが、「マネジメント料の割合は、個々の契

約により異なる」（石田（編纂）2013：123）と記されているのみで、明確には示されていない。演奏家

やオーケストラ関係者へのインタビューによれば、一般的にはオーケストラが演奏家に支払う報酬の

25％を上限とすると言われている。 
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の約 5.3％となっており、指揮者とソリストにかかる費用の合計は支出全体の約 15.7％を占

めている27。公演回数は 115 回であったことから、指揮者の平均報酬額は 1 公演当たり約

267 万円となる28。これに対して、年間を通じて出演する 114 名29の楽員人件費は約 11 億 2

千万円、福利厚生費の約 2 億円と合わせて約 13 億 2 千万円と支出全体の約 39.5％となっ

ている。この 114 名の楽員が同じ給与であり、1 名あたり年間 80 回の公演に出演すると仮

定して、楽員 1 名 1 公演あたり約 14 万 5 千円となる30。指揮者と楽員の平均報酬額を比較

すると、1 回の公演における指揮者の報酬額は楽員の約 18.4 倍％である31。 

上で試算した NHK 交響楽団の事例のように指揮者の出演料を 267 万円とし、音楽事務

所のマネジメント料を 25％と仮定すると、マネジメント料は約 67 万円となり、約 200 万

円を指揮者が得ることになる32。世界の音楽事務所のマネジメント料の平均を 20％と仮定

して、NHK交響楽団が 2019 年度に指揮者やソリストに支払った出演料の合計約 4 億 5700

万円から算出すると、約 9140 万円が音楽事務所のマネジメント料となっているといえる。

NHK 交響楽団以外のオーケストラが指揮者やソリストにかけている費用は明らかではな

いが、日本オーケストラ連盟正会員団体の年間支出額の平均が NHK交響楽団の概ね 1/3 で

あるからといって、招聘している指揮者やソリストが 1/3 程度の報酬であるとは言い難い。

NHK 交響楽団以上に指揮者やソリストにかける費用の割合が高い団体があることも十分

に考えられる。このことから考えて、同じ演奏家という立場でありながら指揮者やソリスト

と楽員との報酬の差は大きい。 

 

5.3.2 オーケストラを利益の源泉とする音楽事務所 

日本の音楽事務所は、指揮者やソリストのマネジメントに限らず、海外のオーケストラの

日本公演についてもマネジメントを行う。上で見たように、レブレヒト（1996）や大木（2008）

は、音楽事務所は儲からないオーケストラで儲けることが出来ていると指摘している。その

仕組みは明らかにはなっていないが、実態を見ていくことで次の 3 点が推察される。 

 第１に、海外のオーケストラによる日本公演のチケットの価格である。日本のオーケスト

ラの定期演奏会は、概ね 8,000～3,000 円であり、1 万円を超えることはあまり見られない。

しかし、海外のオーケストラの日本公演でのチケットは高額である場合が多い。2020 年 11

月 9～14 日にサントリーホールにおいて公演を行ったウィーン・フィルハーモニー管弦楽

団の来日公演では、最も高額なチケットが 39,000 円、最も安いチケットでも 19,000 円で

あり33、日本のオーケストラの概ね 5～6 倍の価格であった。このように高額なチケットの

 
27 公益財団法人 NHK 交響楽団『2019 年度 財務諸表』より。厳密な数値は、経常収益計 3,083,729,759

円、経常費用計 3,341,246,643 円、指揮者出演料 307,106,985 円、ソリスト出演料 151,618,370 円、指

揮者旅費交通費 41,425,697 円、ソリスト旅費交通費 25,836,588 円である。 
28 ソリストがいくつの公演に何人出演したかは不明であるため、1 公演当たりの報酬額は算出できない。 
29 2017 年度の人数。 
30 実際に 115 回全ての公演に出演する演奏家はいないが、仮に全ての公演に出演した場合は 1 公演あたり

約 10 万 1 千円となる。 
31 ＮＨＫ交響楽団は日本のオーケストラでは最も給与が高いとされていることから、他団体において、こ

こに示した平均額よりも高額の指揮者が出演すると、両者の 1 公演あたりの出演料の差はさらに大きな

ものとなる。 
32 ここには源泉所得税や消費税が含まれている。 
33 S 席 39,000 円 A 席 34,000 円 B 席 29,000 円 C 席 24,000 円 D 席 19,000 円。 
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価格によって招聘元となる音楽事務所等は利益を得ることができている34。 

 第 2 に、協賛企業による支援である。バブル景気の際には多くの企業がメセナ活動と並

び、海外のオーケストラを招聘する際のスポンサーとなって、チラシ等広報媒体の上に企業

名を冠した「冠コンサート」と呼ばれるものが多くみられた。その数は少なくなったものの、

現在もこのような企業による支援は行われている。 

第 3 に、オーケストラが自ら費用負担をしているということである。「オーケストラ全員

の旅費交通費として、約 4 千万円は自己負担するので日本公演のマネジメントを頼めない

か」と依頼をした団体もある35。オーケストラが費用の一部を負担することができれば、日

本の音楽事務所は利益を得ることが可能になるであろう。これは日本のオーケストラによ

る海外公演に関する資料からも推測することができる。NHK 交響楽団の 2019 年度の事業

報告書において、9 回の海外公演36を実施したと記している。その費用について、財務諸表

では、収入は計上されておらず、支出が約 1 億円かかっていると示されている37。この海外

公演に各国の音楽事務所がどのような形で関わっていたかは明らかではないが、収入が計

上されていないということから、現地での公演の入場料収入は現地の音楽事務所等の収入

となっていることが推察される。このように、オーケストラが費用の一部を負担することで、

音楽事務所が利益を得ることが可能となるといえる。 

 また、これら 3 点を複数組み合わせることで、一層赤字になるリスクを軽減させ、利益率

を上げている可能性も十分に考えられる38。 

  

5.4 まとめ 

 本章では、オーケストラと関係の深い外部組織である楽譜出版社と音楽事務所に対して、

オーケストラはどのような費用を支払い、それらの企業はいかに利益を得て事業を継続し

ているのかを見ることで、オーケストラが行う演奏活動の周辺でも経済的な利益を上げる

ことのできる可能性があることを明らかにした。 

楽譜出版社は、半永久的に使える楽譜を安価で販売することよりも高い料金によって貸

し出すレンタル楽譜の制度がある。この制度は「著作権の管理・保護」と「著作権使用料徴

収39」を主な目的としているが、オーケストラは演奏に係る費用が高額になること、演奏の

記録を残すことができずリハーサル時の生産性が悪い、その費用をチケットの価格に上乗

せすることも困難であるなど、オーケストラにとってはメリットがない。しかし、オーケス

トラがその作品を演奏しようとすれば、レンタル楽譜を使用しなければならないため、楽譜

出版社としては人気のある作品の権利を有している限り、一定の収入が得られるといえる。 

 音楽事務所が指揮者やソリストをオーケストラに派遣することで利益を得ることができ

 
34 「一般社団法人日本クラシック音楽事業協会」のメンバーらによる著書には協賛金の獲得や、数万円に

も及ぶ高額なチケットの価格によって賄われるといったことは述べられているが、どの程度の利益が得

られているのかといった点は明確には示されていない（石田（編纂）2013：77-79）。 
35 Orchestre National des Pays de la Loire の事務局長へインタビューを実施した際に筆者自身がこのよ

うな依頼を受けた（2002 年）。 
36 事業報告書の中では「外国公演」と表記されている。 
37 公益財団法人 NHK 交響楽団『2019 年度 事業報告書』、『財務諸表』より 
38 事例として、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の 2020 年 11 月の日本公演は、大和ハウス工業が特

別協賛として冠が付いていたことから、1 つ目と 2 つ目の組み合わせたものであると考えられる。 
39 現在は楽譜借料のみ 
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るのは、オーケストラにとっての依頼公演と同様の仕組みであることがいえる。しかし、オ

ーケストラの自主公演において、例えば、出演料が 267 万円の指揮者であれば、6 千円のチ

ケットが 445 枚売れなくてはその出演料を回収することはできない。オーケストラがその

指揮者の知名度や音楽的な評価の高さなどを利用して利益を得るには、その枚数よりも多

くのチケット、あるいはそれよりも高い価格のチケットが売れなければならない。それはソ

リストにおいても同様である。また、音楽事務所がオーケストラの日本公演を通じて利益を

上げることができるのは、チケット価格が高額に設定されていること、スポンサーの存在、

オーケストラによる資金の持ち出しの 3 点であることが示唆された。 

いずれの業界においても業界全体が一体となり、利益を確保し、事業を継続することがで

きる仕組みを作っているともとれる。しかし、それらの仕組みによってオーケストラには経

済的負担が集中している側面もあると考えられる。このことに関連して、レブレヒトは、

「1995 年はじめには、世界で 2 番手のマネジメント会社が、1 年間の収益を約 1 億ドルと

発表した。大半は公的補助金によって支えられている音楽団体からの収入である」と、オー

ケストラが獲得した公的支援が、営利を目的とする企業の利益につながっていることを指

摘している（レブレヒト 1996：13）。 

第 3 章でみたように、日本のオーケストラの定期演奏会では満席になったとしても、日

常の運営費を賄うことが出来ないようなわずかな利益が得られるだけであるか、満席であ

っても大幅な赤字となっている。ボウモル&ボウエンは、メトロポリタン・オペラの公演の

ほとんどが売り切れるにもかかわらず、チケットの価格を上昇させることに抵抗しながら

運営を続けていることについて、「メトロポリタン・オペラが高級レストランとよく似た組

織に変わってしまうというのは、おそらく道徳的に受け入れがたいことである。そして、こ

のようなやり方は資金調達をも阻害することになる」と指摘している（ボウモル&ボウエン

1966：224-225）。ここで指摘されているような、オーケストラやオペラのチケットの価格

が高額になることへの否定的な意見として、これらの団体が公的支援を受けていることか

ら、低所得の人々にも広く鑑賞される必要があるというものがある（アビング 2002：342-

347）。しかし、全てのオーケストラが公的支援を受けていないにもかかわらず、支援を受け

ていない団体は、支援を受けている団体並みにチケットの価格を低く維持しなければ、入場

者を獲得することができないという実態もある。これらのオーケストラは、そのことによっ

て、公的支援を受けている団体以上の赤字を抱えることになり、オーケストラ間での経営上

の格差が生まれる一因ともなっていると言える。 
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第 6 章 指定管理者制度によるオーケストラの公演形態の変化 

6.1 はじめに 

指定管理者制度は、地方自治法の一部改正により、2003 年 9 月に導入された。指定管理

者制度は、国の行政機関等や地方公共団体による公共サービスのうち、その実施を民間が担

うことができるものは民間に委ねるというものである（山口&出石 2015：171）。従前、公

の施設の管理は自治体の出資団体等に限定されていたが、出資団体ではない民間事業者（団

体）も、指定管理者として公の施設の管理に当たることが可能になった（山口&出石 2015：

249-250）。オーケストラと関係の深い、文化会館や市民会館といった公立の文化施設の多

くにも、この制度が導入されている。 

民間事業者が持つ能力を公の施設の運営に活用し、住民サービスの向上を図ることを目

的として指定管理者制度は導入された。しかし、制度の導入当初から、入札と同様の方法に

よる選定が行われている自治体も多く、文化施設への指定管理者制度の導入をみると、その

主な目的が維持管理費の大幅な削減となった自治体が少なくなかった。その結果、事業費の

大幅な削減や廃止、または指定管理者に全額を負担させるといった自治体もある1。 

このような実状に対し、総務省が 2010 年 12 月 28 日に全国の都道府県知事、指定都市市

長、都道府県議会議長、指定都市議会議長あてに発出した通知の冒頭には、「指定管理者制

度は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設である公の施設に

ついて、民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、住民サービスの質の向上を

図っていくことで、施設の設置の目的を効果的に達成するため、平成 15 年（2003 年）9 月

に設けられた」と記され、その目的が住民サービスの向上であることが改めて強調されてい

る（平成 22 年 12 月 28 日総行経第 38 号総務省自治行政局長通知）。 

この通知では、留意すべき点が明らかになってきたとして、8点を挙げ、制度の適切な運

用に努めるよう述べている2。その留意点の2つめとして、「指定管理者制度は、公共サービ

 
1 例えば静岡県藤枝市は、指定管理者制度に移行した当初から事業費の全額を指定管理者に負担させてお

り、赤字が見込まれる事業の実施も禁止されている（藤枝市内文化施設指定管理者へのインタビューによ

る）。 
2 １ 指定管理者制度については、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるとき

に活用できる制度であり、個々の施設に対し、指定管理者制度を導入するかしないかを含め、幅広く

地方公共団体の自主性に委ねる制度となっていること。 

２ 指定管理者制度は、公共サービスの水準の確保という要請を果たす最も適切なサービスの提供者を、

議会の議決を経て指定するものであり、単なる価格競争による入札とは異なるものであること。 

３ 指定管理者による管理が適切に行われているかどうかを定期的に見直す機会を設けるため、指定管

理者の指定は、期間を定めて行うものとすることとされている。この期間については、法令上具体の

定めはないものであり、公の施設の適切かつ安定的な運営の要請も勘案し、各地方公共団体において、

施設の設置目的や実情等を踏まえて指定期間を定めること。 

４ 指定管理者の指定の申請にあたっては、住民サービスを効果的、効率的に提供するため、サービスの

提供者を民間事業者等から幅広く求めることに意義があり、複数の申請者に事業計画書を提出させる

ことが望ましい。一方で、利用者や住民からの評価等を踏まえ同一事業者を再び指定している例もあ

り、各地方公共団体において施設の態様等に応じて適切に選定を行うこと。 

５ 指定管理者制度を活用した場合でも、住民の安全確保に十分に配慮するとともに、指定管理者との協

定等には、施設の種別に応じた必要な体制に関する事項、リスク分担に関する事項、損害賠償責任保

険等の加入に関する事項 の具体的事項をあらかじめ盛り込むことが望ましいこと。 

６ 指定管理者が労働法令を遵守することは当然であり、指定管理者の選定にあたっても、指定管理者に

おいて労働法令の遵守や雇用・労働条件への適切な配慮がなされるよう、留意すること。 

７ 指定管理者の選定の際に情報管理体制のチェックを行うこと等により、個人情報が適切に保護され

るよう配慮すること。 
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スの水準の確保という要請を果たす最も適切なサービスの提供者を、議会の議決を経て指

定するものであり、単なる価格競争による入札とは異なるものであること」と記され、費用

の削減のみを目的とすることを問題視している。 

この指定管理者制度のうち、文化施設に関する研究としては、小林（2006）や中川&松本

（2007）がある。これらは、指定管理者制度施行当初から 3 年程度の期間における注目す

べき指定管理者の事例に触れ、自治体と指定管理者の関係や制度上の課題を検討すること

がその主要なテーマとなっている。制度の変更が見られないことから、10 年を経た松本

（2019）においても同様である。しかし、文化施設に指定管理者制度が導入されたことに

より影響を受けるのは自治体と指定管理者だけではない。制度の導入以前から利用する文

化団体や、自治体やその外郭団体が運営していた文化施設から、定期的に公演の依頼を受け

ていた実演芸術団体にも、指定管理者制度の導入によって受けた影響が見られるはずであ

る。 

そこで本章では、筆者が 2005 年から 2018 年 1 月までの期間に、静岡県、愛知県、岐阜

県、三重県、富山県、石川県、福井県にある、約 40 の文化施設の指定管理者から聞き取っ

た内容や、複数の日本オーケストラ連盟加盟団体の関係者から得た証言により、指定管理者

制度の導入がオーケストラに与えた影響について明らかにしたい3。 

 

6.2 オーケストラにおける第 3 の公演の種類「共催公演」 

指定管理者制度が文化施設に導入されたことが、オーケストラにどのような影響を与え

ているかを明らかにするためには、オーケストラの公演の種類について確認しておく必要

がある。第 3 章でみたように、オーケストラの公演には、オーケストラ自らが主催する自主

公演、オーケストラが依頼主から依頼を受けて公演を実施する依頼公演がある。この 2 つ

の公演の種類に加えて、オーケストラと文化施設の指定管理者や自治体といった複数の団

体が主催者となって実施する共催公演と呼ばれるものがある4。 

オーケストラにかかる費用は、上で述べた公演の種類によって変化することはないが、オ

ーケストラが得られる収入のあり方は大きく異なる。定期演奏会や定期公演と呼ばれるも

のが中心となる自主公演は、入場料を主な収入源とすることが特徴である。そのため、入場

料収入だけでは支出をまかなうことが困難な場合があり、支出との差額の一部が協賛金や

助成金、依頼公演による利益によって補われるものの、結果として赤字となることが少なく

ない。 

これに対し依頼公演は、文化施設や自治体、学校、民間企業といった依頼主からの依頼に

よって行われる公演で、オーケストラにかかる出演料や旅費交通費といったが費用が、依頼

主によって全て支払われる。依頼主のチケットの売り上げの多少に関わらず、オーケストラ

は事前に契約で交わした報酬を受け取るため、原則として利益を得ることができる。 

本章の焦点となる共催公演とは、オーケストラと、ひとつないし複数の団体が、共同の主

 
８ 指定期間が複数年度にわたり、かつ、地方公共団体から指定管理者に対して委託料を支出することが

確実に見込まれる場合には、債務負担行為を設定 すること。 
3 事例の匿名性が求められることから、文化施設名と団体名については記していない。 
4 日本オーケストラ連盟『日本のプロフェッショナル・オーケストラ年鑑』では、自主公演、依頼公演、海

外公演の 3 種類に分けられている。海外公演は、自主公演、依頼公演、共催公演のいずれかに該当する。 
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催者となって行う公演である。オーケストラにとって、主な共催相手となるのは、文化施設

の指定管理者や自治体が多い。共催公演における収入の形態には、オーケストラと自治体、

文化施設相互の関係性によって様々なパターンがみられるが、筆者が調査を行った文化施

設においては、文化施設側が販売した入場券の売り上げの全額、または販売手数料として 5

～10％程度を引いた残りの額をオーケストラが得られるケースが多い5。 

なお、本章には、オーケストラにとっての自主公演と、文化施設にとっての自主公演に関

する記述があるので、ここで整理する。オーケストラにとっての自主公演は、文化施設にと

っての貸館公演という。文化施設にとっての自主公演とは、オーケストラにとっての依頼公

演になる6。混乱を招きそうな部分では、どちらにとっての自主公演であるか明記する。 

 

6.3 指定管理者制度の導入を契機とした依頼公演の減少 

次に、公益社団法人日本オーケストラ連盟が発表する、同連盟正会員・準会員団体の自主

公演と依頼公演の公演数の変化について見ていこう。表 6-1 は、同連盟加盟団体全ての数値

についてまとめたものである。2007 年から 2017 年までの間に 7 団体が新たに加盟してい

ることから、公演回数の総数は概ね増加傾向にあるものの、1 団体あたりの年間平均回数の

総数は減少していることがわかる。定期演奏会は増加傾向にあるが、依頼公演は減少が続い

ている様子が見られる。 

 

2008年度以降に加盟した 7団体のうち、正会員は兵庫芸術文化センター管弦楽団であり、

その他の 6 団体7は準会員である。加盟団体数が増加したことによって公演回数の総数と自

 
5 売り上げの分配も、費用の負担もそれぞれ半分ずつとすることを共催公演としているが、経理が煩雑な

ためほとんど実施していないという文化施設もあった。 
6 文化施設にとっての自主公演を、演奏団体などを買い取って公演をすることから、「買取公演」と呼ぶ場

合もある。しかし、本稿の性質上、全体を「買取公演」という呼称で統一することが困難であることか

ら、このように記す。 
7 千葉交響楽団、テレマン室内オーケストラ、奈良フィルハーモニー管弦楽団、瀬戸フィルハーモニー交響

楽団、岡山フィルハーモニック管弦楽団、藝大フィルハーモニア管弦楽団である。 

定期 その他 定期 その他
2017 36 3810 578 814 2411 105.8 16.1 22.6 67.0
2016 36 3850 563 842 2419 106.9 15.6 23.4 67.2
2015 34 3938 552 833 2533 115.8 16.2 24.5 74.5
2014 33 3836 532 812 2478 116.2 16.1 24.6 75.1
2013 33 3806 521 820 2448 115.3 15.8 24.8 74.2
2012 33 3746 503 797 2431 113.5 15.2 24.2 73.7
2011 32 3772 451 886 2419 117.9 14.1 27.7 75.6
2010 31 3616 445 803 2357 116.6 14.4 25.9 76.0
2009 31 3652 509 778 2355 117.8 16.4 25.1 76.0
2008 30 3731 505 791 2426 124.4 16.8 26.4 80.9
2007 29 3564 416 784 2358 122.9 14.3 27.0 81.3

総数
自主

依頼 総数

日本オーケストラ連盟正会員＆準会員

年度 団体数
公演回数 1団体当たりの年間平均回数

　日本オーケストラ連盟（2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019）
『日本のプロフェッショナル・オーケストラ年鑑2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・

2015・2016・2017・2018』より筆者作成

自主
依頼

（表6-1）オーケストラの公演数の変化①



76 

主公演回数が増加することは、団体の増加そのものと、日本オーケストラ連盟の加盟にあた

り一定回数以上の自主公演の実施が条件であることから当然のことといえる。その一方で、

1 団体当たりの年間平均回数と依頼公演の回数が減少している。 

そこで、次に 2008 年度以降に加盟した 7 団体を除いた 29 団体の 2007 年度から 2017 年

度と公演数回数を見てみよう（表 6-2）。 

 

 29 団体全体の公演回数でみると、公演回数全体では大きな変動は見られないが、自主公

演は若干の増加傾向にあり、それに対して依頼公演は最大で 4.6％ほど減少している。 

依頼公演については、急激な減少をする年が見られるが、その原因は必ずしも明らかでは

ない。2009 年度はリーマン・ショック8が、2012 年度の減少は東日本大震災9が影響してい

るものだと推察されるが、2016 年のように原因が推測できない年もある10。こうした年に

よる急激な変化を除いても、依頼公演の数が減少傾向にあることは確かであるように思わ

れるが、その原因についても明確なことは言えない。 

しかし、オーケストラや文化施設の関係者に対するインタビューでは、特に地方の文化施

設において、指定管理者制度の導入以降、オーケストラに対する依頼公演は明らかに減少し

ており、クラシック音楽の演奏会は室内楽のような小規模のものや子供向けの公演に変化

しているとの声が多く聞かれる。 

その背景には費用の削減を求められている指定管理者が費用負担の大きい依頼公演を避

 
8 2008 年 9 月 15 日にリーマン・ブラザーズ・ホールディングスが経営破綻したことによる世界的な金融

危機 
9 2011 年東北地方太平洋沖地震とそれに起因する東京電力福島第一原子力発電所の事故による影響 
10 指定管理者制度導入から今日までの変化についてみていくことが重要であるが、日本オーケストラ連盟

による『日本のプロフェッショナル・オーケストラ年鑑』は 2006 年度以前のデータは存在しないことか

ら、制度導入直後の 5 年間についてはその変化を知ることができない。また、公益社団法人日本演奏連

盟による『演奏年鑑』もあるが、演奏団体や公演の種類の分類が複雑であること、データに含まれる団

体数の変化が大きいことなどから、長期に渡る公演数の変化を比較するには難しい。 

 

定期 その他 定期 その他
2017 29 3340 528 694 2115 115.2 18.2 23.9 72.9
2016 29 3303 520 722 2035 113.9 17.9 24.9 70.2
2015 29 3481 513 735 2213 120.0 17.7 25.3 76.3
2014 29 3470 493 716 2247 119.7 17.0 24.7 77.5
2013 29 3397 484 714 2182 117.1 16.7 24.6 75.2
2012 29 3369 466 737 2154 116.2 16.1 25.4 74.3
2011 29 3473 415 835 2207 119.8 14.3 28.8 76.1
2010 29 3396 416 768 2201 117.1 14.3 26.5 75.9
2009 29 3442 480 746 2206 118.7 16.6 25.7 76.1
2008 29 3609 481 754 2365 124.4 16.6 26.0 81.6
2007 29 3564 416 784 2358 122.9 14.3 27.0 81.3

　日本オーケストラ連盟（2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019）
『日本のプロフェッショナル・オーケストラ年鑑2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・

2015・2016・2017・2018』より筆者作成

2007年当時の会員団体のみの比較

年度 団体数
公演回数 1団体当たりの年間平均回数

総数
自主

依頼 総数
自主

（表6-2）オーケストラの公演数の変化②

依頼
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けようとしていることが推察できる。それでも、公立の文化施設として、市民の要望がある

以上、多額の費用がかかるオーケストラの公演を実施しなければならない場合があり、その

際には指定管理者の負担を減らすために、共催公演を実施することがあるという。次節では、

その共催公演の仕組みについて、依頼公演や自主公演の場合と比較し、依頼公演から共催公

演に変化することがオーケストラの経営に影響を与えている可能性について指摘する。 

 

6.4 依頼公演から共催公演への変化がオーケストラにもたらす影響 

6.4.1 共催公演の主な仕組み 

文化施設が主催者に名を連ねる共催公演は、指定管理者制度の導入によって始まったも

のではない。指定管理者制度導入以前には、オーケストラと文化施設との共催公演はほとん

ど見られなかったが、演歌歌手によるコンサートや、漫才など演芸といったものでは、民間

企業である興行主や放送局と文化施設との共催公演が行われてきた11。これらは、通常「貸

館」といって、興行主が文化施設を借りて興行をするところ、文化施設との共催とすること

によって、興行主は、施設使用料や広報を文化施設に負担してもらい、集客を図ることが出

来るというメリットがある12。このような共催公演は、興行主が文化施設の協力を得るとい

う形で、行われてきた側面が強い。 

一方で、近年、特に地方の指定管理者制度を導入している文化施設においては、上記とは

異なり、文化施設が興行主やオーケストラの協力を得るといった手段による共催公演が増

加傾向にある。 

オーケストラに対してもこのような手法を導入する文化施設が増加しており、筆者が聞

き取りを行った限りでは、指定管理者制度の導入以降、オーケストラに対する依頼公演が増

加した文化施設はなく、共催公演として開催されるようになった、または共催公演であれば

実施可能と回答した指定管理者が大半であった。 

その理由として、指定管理者が自治体から、公演ごとの収支や、来場者の入場率によって

評価を受けること、また、自治体から受け取る事業費が削減される中においても、文化施設

としての自主公演の数はこれまでと同じ規模を維持することが定められているといったこ

とが挙げられた。その結果、多額の経費がかかるものの、入場券の売り上げだけでは赤字に

なることの多いオーケストラへの依頼は減少し、会場費や広報費程度の負担で済む共催公

演が増加していると考えることができる13。 

共催公演における費用の分担は、文化施設が会場使用料14、広報費の全部ないし一部と避

難誘導員といった公演当日の人件費を負担し、残りの全ての費用をオーケストラが負担す

る場合が多い。収入の分配は、文化施設がチケットの販売手数料として 5~10%を得て、オ

ーケストラが残りの 90~95%を得るというケースが多い。文化施設が手数料を取らず、オー

ケストラが入場料収入の全てを得ることもある15。 

 
11 放送局が海外のオーケストラを招聘し、放送局と文化施設とが共催となって行われるオーケストラの演

奏会は指定管理者制度導入以前よりある。 
12 焼津市振興公社、静岡県文化財団職員へのインタビューによる。 
13 なお、少人数で経費が少なくてすむ室内楽や、ワークショップの回数が増加している文化施設が多い。 
14 自らの使用料を免除できる施設と、支払わなくてはならない施設とがある。 
15 売り上げの分配も、費用の負担もそれぞれ半分ずつとすることを共催公演としているが、経理が煩雑な

ためほとんど実施していないという文化施設もあった。 
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以上の点を踏まえて、文化施設の指定管理者制度導入後、指定管理者が共催公演を実施し

たことによって、オーケストラに影響が及んだ 2 つの事例をみてみよう。 

 

6.4.2 M 文化財団と P 交響楽団の事例 

第 1 の事例は、ある地方の文化施設の指定管理者で、自治体の外郭団体である M 文化財

団と都市部に拠点を置く P 交響楽団の関係である。両者は長年協力関係を結んでおり、M

文化財団が P 交響楽団に依頼する形で、定期的に公演が行われてきた。しかし、この文化

施設に指定管理者制度が導入されてからは、事業費の削減が求められ、一部の公演が依頼公

演から共催公演へと切り替えられた。 

P 交響楽団が依頼公演として公演を行う場合、M 文化財団は、オーケストラ、指揮者、ソ

リストらに支払われる出演料、旅費交通費といった費用として、概ね 800 万円を P 交響楽

団に支払うほか、広報費に 50 万円を支払うことになり、合わせて 850 万円の費用をかけて

いた（図 6-1）。収入はもちろん公演によって異なるが、仮にひとつの公演の収入が約 400

万円であったとすると、公演全体として、収支は 450 万円の赤字となる。依頼公演の場合、

この赤字の全てを文化施設が負担するのに対し、P 交響楽団は依頼公演という性質上、原則

として利益が得られていたと推察される（図 6-2）。 

一方、共催公演になってからは、M 文化財団が旅費交通費相当として 200 万円をオーケ

ストラに支払い16、広報費の 50 万円と合わせて 250 万円のみを負担するようになった。M

文化財団はチケットを販売し、その売り上げの全てを P 交響楽団に渡しているため、事実

上収入はない。よって M 文化財団の収支は 250 万円の赤字となるが、これは既に述べた依

頼公演に比べれば負担が小さくなっている（図 6-3）。これに対して、P 交響楽団は入場料収

入を得られるが、近年のチケットの売り上げは減少傾向にあり、300 万円程度であることか

ら、800 万円を得ていた依頼公演の時からすると、P 交響楽団の収支は大幅な赤字になって

いることが推察される（図 6-4）。 

既に述べたとおり、M 文化財団にとっては、公演を依頼していた際の 450 万円の赤字に

比べ、共催公演とすることによって、赤字を 250 万円程度まで抑えることができる。この

ように文化施設としては費用を抑えることが出来ることと、文化施設だけが赤字を負担す

るのではなく、オーケストラにも痛みを分かち合ってもらうためにも、共催公演の方が良い

と判断したと M 文化財団が指定管理者となっている文化施設の館長は述べている17。この

ことは、自治体による指定管理者の評価にも影響することから、指定管理者としては必要な

判断であったといえる。一方、オーケストラにとって、共催公演では利益が得られなくなり、

赤字になる公演が増えることから、メリットは少ないと考えられる。しかし、オーケストラ

としては、将来、この文化施設や、近隣の他の文化施設からの依頼公演を受けられるように、

また新たなファンを獲得するためには、いくつかの公演が赤字となっても、共催公演の条件

を受け入れ、関係を維持しておくことが重要だと回答している18。 

 
16 指定管理者の会計としては事業費として拠出している。 
17 同館長のインタビューによる。 
18 この事例とは関係のない、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団楽団長志田明子氏へのインタビュ

ーによる。 
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6.4.3 F 文化財団と S 管弦楽団の事例 

第 2 の事例は、自治体の外郭団体である F 文化財団と、S 管弦楽団である。F 文化財団も

また、自治体が設置した文化施設の指定管理者となっている。F 文化財団は、特定のオーケ

ストラとの関係がないことから、第 1 の事例のように、依頼公演から共催公演に変化した

様子を比較することができないが、この事例からは、指定管理者が共催公演という手法を用

いて、いかに文化施設にとっての自主公演の実施回数を確保しているか見ることができる。 

F 文化財団は、2008 年度から「提携公演事業」という名称の共催公演を実施している。

この事業は当初、S 管弦楽団の自主公演を支援することを目的のひとつとして設けられたが

19、その他の団体も応募し、採択された団体が F 文化財団との共催公演として実施してい

る。 

この事業に応募できるのは、非営利法人、または、法人格のないプロフェッショナルの芸術

家・芸術団体である20。S 管弦楽団は、定期演奏会（自主公演）の会場としてこの文化施設

の利用予約をしていたが、後に提携公演事業の募集が行われたことから応募し、採択された。

その後数年間、S管弦楽団はこの事業に選定され、共催公演として演奏会が実施された。 

この事業において、F 文化財団は、原則として、対象となる団体の公演当日の会場使用料

と備品使用料を免除する。また、前日の会場練習が必要な場合に、その使用料と備品使用料

を免除することや、公演当日に避難誘導員のボランティアを手配することもある。収入につ

いては、F 文化財団が得るものはない。S 管弦楽団は、自主公演である定期演奏会と同様に、

入場料収入や協賛金、助成金といったものを得られる一方で、出演料をはじめとする、ほと

んどの費用を支出している。その額は、2015 年度に行われた事業では約 417 万円、2016 年

度は約 312 万円であった21。つまり、この共催事業において、F 文化財団は収入もないが支

出もない。S 管弦楽団は、単独の主催による自主公演として開催する場合と比べて、会場使

用料分の負担が減るというメリットがあり、その額は概ね 10～25 万円の範囲である。しか

し、収入よりも支出が多くなった場合の負担はオーケストラが全て負うこととなる。 

指定管理者としては、費用の負担なく、また公演が赤字となった場合でも、その負担をす

ることなく、文化施設にとっての自主公演に準ずる公演を実施することができる。一方、オ

ーケストラにとっては、会場使用料分の費用負担が減少するが、共催公演の実施に伴い、自

 
19 F 文化財団職員の説明による。 
20 2015 年前後から、この規定に当てはまらない団体も採択されている。F 文化財団職員に問い合わせた

が、その理由は不明だと回答している。なお、事業や応募に関する規定は改定されていない。 
21 F 文化財団、S 管弦楽団のいずれも事務経費や経常費は含まれない。 

（図6-1）依頼公演におけるM文化財団の収支 （図6-2）依頼公演におけるP交響楽団の収支
（M文化財団にとっての自主公演）

利益
100万

収入 収入

（図6-4）共催公演におけるP交響楽団の収支
（図6-3）共催公演におけるM文化財団の収支

収入 （交通費） 200万円

図はいずれもインタビューをもとに筆者作成※＝広報費50万円（図1、図3）

支出
700万円

（出演料、旅費交通費、諸経費 等）

収入
300万円 200万円 赤字

（文化施設から）

支出
700万円

（出演料、旅費交通費、諸経費 等）
800万円　（文化施設からの支払い）

支出
300万円 200万円

※
（オーケストラへ） （交通費）
300万円（入場料） 赤字（250万円）

支出
800万円

※
　（オーケストラへの支払い）

400万円（入場料） 赤字（450万円）
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主公演に比べて作成する書類が増え、打ち合わせが煩雑になるなど、減免される会場費以上

に費用が発生するというリスクもある。このように見てみると、共催公演は、収支の両面で

オーケストラにとってリスクが大きく、メリットの少ない公演形態であることが分かる。 

この共催公演事業は、2013 年度までは年間 3 団体を募集していたが、2014 年度からは 6

団体に倍増された。更に 2016 年度からは、演奏団体側が費用の全額を負担し、作成する広

報物に、F 文化財団の自主公演であることを最前面に示すことが条件として加えられた22。 

以上のことから、F 文化財団は、予算を最小限に抑え、F 文化財団にとっての自主公演数

をこれまで以上に増加させることを目的として、共催事業を増やそうとしていることが推

察される。一方で、S管弦楽団は、費用の全額を負担しなければならないにも関わらず、チ

ラシやポスターのデザインを指定されることによって、楽団名を前面に出せなくなること

と、共催公演に関する書類の作成や打ち合わせにかかる費用が、免除される会場費以上にか

かることから、2016 年度の事業を最後に応募していない。このように、共催公演にはオー

ケストラにとって収支には明確に表れないデメリットもある。 

 

6.5 まとめ 

上で述べた第 1 の事例のように、指定管理者制度の導入によって、文化施設の予算が減

少し、オーケストラへの依頼公演が共催公演に移行した文化施設が増えていることが、指定

管理者への聞き取りから明らかになった。一方で、オーケストラは、利益を得ることが出来

ていた依頼公演から、自主公演と同様の収支構造になる共催公演に移行したことで、これま

でになかった赤字を抱えるリスクを負わされていることになる。また、第 2 の事例からは、

予算をかけずに文化施設にとっての自主公演数を確保するために、文化施設が共催公演を

増加させていることも示唆された。 

以上のように、指定管理者制度の導入に伴い、事業費の削減や、文化施設にとっての自主

公演数の維持、ないし増加を目的として、指定管理者とオーケストラによる共催公演が増加

している。文化施設にとってはメリットがあるものの、オーケストラにとっては、オーケス

トラの自主公演に準じた費用負担となっている場合が多く、十分なメリットがあるとは言

い難い。しかし、それでも、これまでの文化施設との関係や、それらの文化施設が所在する

地域とのつながり、今後の依頼公演の受託の可能性を残しておく必要から、文化施設側から

の共催公演の提案を断ることは望ましくないと考えているオーケストラもある。 

オーケストラへの依頼公演が共催公演に移行していることについて、「利益を上げにくい

オーケストラの公演で、オーケストラにも赤字の一部を負担してもらおうという考えがあ

る」、あるいは「依頼公演は無理だが、共催公演なら可能だと考えている」と回答する文化

施設も多いことが、複数の文化施設の指定管理者の話から明らかになっている。さらに、オ

ーケストラが関係を維持しようという姿勢に対し、文化施設側が自らに有利な仕組みを作

ることによって優位に立ち、共催公演を実施している文化施設があることも指定管理者の

話から明らかになっている。 

 
22 この事例では、当初、S 管弦楽団の主催公演を支援することを目的のひとつとして設けられ、応募条件

を満たす他のプロの演奏家グループやアマチュア団体も応募し、共催公演として事業を実施した。しか

し、担当の職員が入れ替わったことにより解釈が変更され、条件を満たさない団体との事業の実施も見

られるようになった（F 文化財団職員へのインタビューによる）。 
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このように、自治体が費用の削減を主な目的として導入した指定管理者制度のもとでは、

文化施設の運営に影響を与えているだけでない。文化施設の指定管理者もまた、当初期待さ

れた住民の福祉を増進することや、住民サービスの質の向上を図っていくことよりも、冒頭

で触れた総務省の通達で指摘されているように、費用の削減を強く意識した行動をとって

いることが根本的な課題といえる。その結果、特に地方ではオーケストラの鑑賞機会が減少

していると共に、オーケストラにとっては利益をあげることのできる依頼公演が減少する

ことで、自主公演の赤字を補填するための資金が減少する。さらに、自主公演に類似した共

催公演によってオーケストラの費用負担が増加することで、楽団の経営にも影響を及ぼし

ている。 

共催公演の導入について、M 文化財団の館長は「依頼公演では赤字を文化施設だけが抱

えることになるから、オーケストラにも痛みを分かち合ってもらうために共催公演にした」

とその理由を述べた。しかし、それは「オーケストラの公演では採算が合わない」、「オー

ケストラの公演はチケットが売れない」と言って、指定管理者である M 文化財団の営業努

力や支援獲得のための努力が不十分であることの責任をオーケストラに転嫁しているとも

いえる。 

以上のように、文化施設の指定管理者が資金不足をはじめとする問題点を、オーケストラ

に負担させることで解消しようと共催公演に変化させることは、池上が「芸術関係者の弱点

である『芸術のためならば犠牲を厭わぬ』という心理を利用して劣悪な待遇、赤字の経営体

質を温存し、芸術サービスの質にも大きな影響を与える」（池上 1998：75）と指摘すること

に当てはまるといえる。 

指定管理者は自治体から業務を請け負っていることから、実態として自治体よりも弱い

立場にある。そのため、指定管理者は問題の改善を自治体に働きかけることを躊躇すること

が考えられる。そこで、指定管理者は少しでも良い評価を自治体から得ることができるよう、

自らよりも弱い立場にあると考えているオーケストラに費用等の負担を転嫁させる方法を

とっている。しかし、それは、指定管理者制度本来の目的からも、また、地域の芸術や文化

の振興を担うはずの公立文化施設としての役割からも適切とは言い難い。 
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第 7 章 日本のオーケストラに対する公的支援制度 

7.1 はじめに 

日本のオーケストラが初めて公的支援を受けたのは 1950 年のことである。これは、1946

年に設立された群馬交響楽団1の「移動音楽教室」を支援することを目的として、群馬県と

高崎市によって行われた2。群馬交響楽団はまた、1961 年に社会教育団体補助金として、国

による最初の支援も受けている（群響 50 年史編纂委員会 1997：41、65）3。その後、各地

にオーケストラが設立されることに伴って、国や自治体による支援は拡大してきた。 

現在、公的支援は、多くのオーケストラにとって重要な収入源のひとつであることから、

重要なテーマであるものの、望ましい公的支援のあり方については様々な見解がある。 

ボウモル&ボウエンは、実演芸術団体一般に対する支援について、「政府の援助が直接的

に芸術の自由を制限することはないかも知れないが、実際にその活力を損なうことはあり

うる。もし、経験のある、名声の確立した団体にばかり支援が行われるとしたら、実験をし

ようという気をなくさせ、全体の停滞を招くこともありうる」と、指摘している。続けて、

「政府の大きな支援を受けている有名な歴史のある劇団やオペラ座が硬直化の進行に悩ん

でいることは明らかである。他方、『不公平』との非難を避けるために、政府の支援が、さ

まざまな質をもった様々な事業に薄く配分されるとしたら、不可避的な結果として平凡な

芸術文化が広がってしまう」と、平等に分配することの難しさについても指摘している（ボ

ウモル&ボウエン 1966：489-490）。 

日本においても、実演芸術団体に対する公的支援の必要性について様々な議論がされて

きた。それらは主に、オーケストラに対する既存の公的支援を維持することの必要性を唱え

るものである。例えば、佐藤（2014）は、地方オーケストラの収入構造を見る中で、自治体

からの支援の割合によってオーケストラの活動の方向性が異なるが、支援比率に関わらず、

自治体からの支援が重要であると述べている。また、垣内（2016）は、群馬交響楽団による

移動音楽教室の体験者から、群馬交響楽団の定期会員となっている人が多いことを明らか

にし、これまでの自治体による支援には意義があったとして、今後もこの事業への公的支援

が不可欠であると結論付けている。 

次に、用語について整理する。宮本は、国庫補助金制度を説明する中で、「補助金」につ

いて、「日本の法律や予算制度では『補助金等』あるいは『補助費・委託費』とよんでいる」

とし、「補助費・委託費」は、（1）補助金 （2）負担金 （3）交付金 （4）補給金 （5）

委託費 （6）援助金 （7）国際分担金 の 7 種類で、「補助金等」は（1）から（5）まで

の 5 種類であるとしている（宮本 1990：7）。 

しかし、あとで事例として紹介する静岡県のように、支援の対象となる金額の 1／2 や 

 
1 当時は群馬フィルハーモニーオーケストラ。 
2 『群馬交響楽団 50 年史』には、当時の議員たちによる働きかけがあったと記されている。1946 年～1951

年の群馬県県議会の会議録や予算に関する資料を確認したが、県議会において議論された記録は残され

ていなかった。このことから、議員が関係する部署へ働きかけを行い、支援を行ったと考えられる。予

算の出所は、県に保管されている資料から社会教育予算ではないかと推察されたが、明確な根拠は得ら

れなかった。また、高崎市については、1952 年におきた市役所の火災によって会議録をはじめとする資

料が消失しているため確認することが出来なかった。高崎市からは、残されている他の資料からも同交

響楽団を支援するための議論について、記録は残されていないという回答を得た。 
3 先行研究においては、日本で最初のオーケストラに対する公的支援は 1961 年の国によるものが最初とさ

れているが、ここで示した通り、群馬県と高崎市によるものが最初である。 
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2／3 までといった割合の上限を設け、使途の限定されたものを「補助金」と呼び、それ以

上の割合、あるいは全額を支援し、使途を限定しないものを「交付金」とし、これらを合わ

せて「助成金」と呼ぶ自治体もある4。本稿では静岡県の事例について取り上げることから、

この定義を用いることとする。 

また、これまでのオーケストラに対する公的支援の研究においては、オーケストラの資金

不足を補う助成金についてのみ言及されることが一般的であった。 

しかし、宮本の定義からわかるように、委託費も「補助金等」に含まれる。オーケストラ

にとって、国や自治体からの委託費によって実施される依頼公演は重要な収入源となって

いる。このことから、本稿においては、国や自治体からオーケストラに対して委託される委

託事業も、オーケストラに対する公的支援として含めて考察することで、委託事業の方が実

質的にはオーケストラにとってより望ましい支援となっていることを明らかにする。 

 

7.2 公的支援の根拠と日本の助成金制度の問題点 

7.2.1 公的支援についての多様な見解 

国や自治体が、芸術活動に支援を行うことについては様々な意見がある。ボウモル&ボウ

エンは、「芸術は、その公演を行ったコミュニティに文化的・経済的便益をもたらすために、

舞台芸術への助成は合法的な支出であるという原則は、現在では自治体間でむしろ広く認

められていると思われる」（ボウモル&ボウエン 1966：461）と、公的支援に対する一般的

な認識について述べ、「もし芸術が自分自身の失敗が原因でないのに公的支援がなければ生

き残れないとしたら、必要な支援は行われるべきである」（ボウモル&ボウエン 1966：483）

と主張する。 

その公的支援の根拠として、「経済学者は、非営利活動に対する政府補助金を合理的に弁

護することが出来る理由として基本的に 3 つを認めている」として、平等主義的見地、未成

年者の教育、公共財と市場テストを挙げている（ボウモル&ボウエン 1966：492-495）。 

このボウモル&ボウエンが示した根拠は、その後の文化政策において、重要な根拠として

取り扱われるようになった。しかし、日本では、この根拠によって文化政策がプロフェッシ

ョナルの芸術家による活動に対する支援から、市民によって維持される伝統文化や趣味の

活動、さらには地域の活性化にまで拡大しつつある。 

また、前に見たように、ボウモル&ボウエンは公的支援によって芸術活動の活力の低下す

ることを懸念している。これは後述するように、現在の日本のオーケストラに対する支援に

おいても見られるものである。 

さらに、日本では、2010 年の文化庁の文化審議会5において、「目標及び現状の課題」と

して、「現在の支援制度は、対象経費の 1/3（芸術文化振興基金は 1/2）以内かつ自己負担の

範囲内となっており、実質的に赤字を補填する仕組みになっているため、芸術団体にとって、

入場料収入等の増加や経費節減の努力を促すインセンティブが働かない」ことを指摘して

いる。 

 
4 上限の割合が設けられておらず、使途を限定しないものに対して「補助金」と称する山形市や沖縄県の制

度もある。 
5 2010 年 4 月 20 日開催 文化審議会文化政策部会文化審議会第 8 期文化政策部会舞台芸術ワーキンググ

ループ（第 2 回）文化庁ホームページより。 
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7.2.2 日本の公的支援の現状 

オーケストラに助成金を交付する支援には、使途を限定した補助金制度と、使途を限定し

ない交付金制度に大きく分けることが出来る。使途を制限しない交付金制度は自治体によ

るものに限られている6。これに対し、オーケストラの定期演奏会といった自主公演におけ

る赤字を補填する補助金制度は、国と自治体のいずれもが設けている。こうした補助金制度

の中でも規模の大きい、独立行政法人日本芸術文化振興会による補助金事業について見て

いこう。 

文化庁の外郭団体である日本芸術文化振興会による補助金事業としては、現在、「文化芸

術振興費補助金（舞台芸術創造活動活性化事業）」（以下、「活性化事業」という）と「芸術

文化振興基金（舞台芸術等の創造普及活動）」（以下、「基金」という）がある7。 

まず、以前からの制度を維持している基金から見ていく。基金は、「我が国の芸術家及び

文化芸術団体が行う芸術の創造、普及を図るための活動や地域の文化活動などに対し助成

を行うもの」として、国からの出資 541 億円と民間からの寄付 146 億円の運用益によって

助成が行われている8。全体の 2 割強を民間からの資金に基づいているが、日本オーケスト

ラ連盟の資料をはじめ、一般的に、国による支援として分類されていることから、本稿にお

いても国による支援として扱う。 

基金は、「出演費や会場費等公演本番に必要な経費への助成（赤字の一部を助成）」を行う

として、公演当日に係る費用が補助対象となっている（日本芸術文化振興会 2019a：6）。 

指揮者やソリスト、楽団員の出演料、公演当日の会場費といった経費がそれにあたる。なお、

当該活動に係る経費であっても前年度 3月 31日までに支払った経費を計上することは出来

ないことから、例えば、一般的に 1 年から 2 年前に予約し、前年度の 3 月 31 日までに使用

料の 30～50％を支払う必要がある演奏会場費については計上することが出来ない。また、

予算を立てる段階から、赤字決算となることが明らかになっている事業が支援対象となる。 

次に活性化事業である。これは国からの補助金を財源として支援されるもので、「芸術団

体の集客努力を促し、より多くの国民に優れた舞台芸術の鑑賞機会を提供するとともに、多

様な手段による収入の確保により、芸術団体の持続可能な発展を促すことを目的として、入

場料収入のほか、民間助成金、民間寄付金、個人寄付金、協賛金、広告収入、会費収入等（寄

付金等収入）の額に応じて、助成を行」う、と仕組みが説明されている。 

この活性化事業のうち「複数年計画支援」は、原則として 3 年間の活動計画に対して支援

されるもので、定期演奏会など、年間を通じた複数の公演が対象となる。対象となる費目は

「活動の実施に係る経費のうち、公演本番日の前日以前の活動の創造部分に係る稽古費、音

楽費、文芸費、会場費、舞台費」とされており、1 団体につき年間 1 億円を上限に補助金が

交付される（日本芸術文化振興会 2019b：9-11）。 

 
6 ただし、山形市のように補助金制度と称されているものであっても、オーケストラに使途が委ねられて

おり、実質的には交付金制度となっているものもある（山形市へのインタビューによる。2016 年 11 月

15 日山形市役所）。 
7 「文化芸術振興費補助金」による助成には、①舞台芸術創造活動活性化事業、②劇場・音楽同等機能強化

推進事業、③映画製作への支援があり、「基金」による助成には、④舞台芸術・美術等の創造普及活動（美

術を除く）、⑤国内映画祭等の活動、⑥地域の文化振興等の活動 及び 美術の創造普及活動がある（独

立行政法人日本芸術文化振興会ホームページより）。オーケストラが対象となるものは主に①と④である。 
8 独立行政法人日本芸術文化振興会ホームページより。 
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活性化事業の支援を受けるオーケストラは主に、日本オーケストラ連盟の正会員の団体

であり、定期演奏会が主な支援の対象となっている。このほかに、特別演奏会や自主公演と

して学校公演を実施している団体9も支援の対象となっている。 

この制度においては、公演当日の費用について補助する基金とは反対に、公演本番日の前

日以前の活動の創造部分に係る稽古費、音楽費、文芸費、会場費、舞台費を助成対象として

いる10。すなわち、リハーサルに係る練習会場の使用料や、人件費のうちのリハーサル部分

のみが支援の対象となっている。また、基金と同様に、前年度に支払った費用については計

上することが出来ない。 

これら国からの支援に充てられた予算のうち、日本オーケストラ連盟の団体を対象とし

たものは、2008 年度には同連盟正会員 24 団体のうち 22 団体と、同準会員 6 団体のうち 2

団体の計 24 団体を対象として、18 億 4985 万 3 千円が拠出されていた11。10 年後の 2017

年度は、正会員 25 団体の全てと、準会員 11 団体のうち 8 団体の計 33 団体を対象として

15 億 3339 万 8 千円と、対象団体数が 9 団体増えているものの、3 億円以上減少している

（図 7-1）。 

 

 

次に自治体による支援は、各団体に対して様々な形で行われている。東京都や京都市など、

自治体が設立を主導した団体や、山形や仙台をはじめ、地方圏と呼ばれる地域で活動する団

体への支援は厚い傾向にある。一方で、東京都交響楽団以外の東京都を拠点とする団体や、

首長の政治的判断によって支援が打ち切られた大阪府内の団体への支援は、行われていな

いか、少額となっている。 

 
9 群馬交響楽団と山形交響楽団にみられる。 
10 なお、音楽分野において「創造」とは作曲を指すことが一般的であるが、この事業における「創造」と

はリハーサルを指す言葉だと解釈されている。日本芸術文化振興会職員へのインタビューによる（2018

年 7 月 21 日大阪市）。 
11 正会員団体には 18 億 2734 万 6 千円、準会員には 2250 万 7 千円であった。 

（図7-1）日本オーケストラ連盟加盟団体に対する国からの支援額の推移

日本オーケストラ連盟（2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019）

『日本のプロフェッショナル・オーケストラ年鑑2009・2010・2011・2012・2013・2014・

2015・2016・2017・2018』より筆者作成

（単位：縦＝千円、横＝年度）

 ¥-

 ¥500,000

 ¥1,000,000

 ¥1,500,000

 ¥2,000,000

 ¥2,500,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

国



87 

日本オーケストラ連盟加盟団体全体での推移は、金額だけをみると大きな変動はない。し

かし、2008 年度においては、準会員団体で自治体からの支援を受けた団体はなく、正会員

団体 24 団体のうち、18 団体が支援を受けていた。10 年後の 2017 年度においては、同連

盟加盟団体は正会員 25 団体、準会員 11 団体の 36 団体があり、このうち、東京都の 9 団体

と大阪府の 2 団体、京都府の 1 団体を除く、24 団体が自治体からの支援を受けている。 

団体数は増加しているものの、全体の支援額は大きく変動していないことから、交付額が

減少している団体があるといえる（図 7-2）。 

 

団体別では、2017 年度に限ってみると、国から最も多くの支援額を得ている団体は、日

本フィルハーモニー交響楽団の 1 億 2226 万 3 千円で、総収入12から国の支援比率が最も高

い団体は、正会員では山形交響楽団の約 12.3％、準会員では藝大フィルハーモニア管弦楽

団の 45％となっている13。一方で、準会員の東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団

と大阪音楽大学のザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団は、国と自治体のいずれからも支援

を受けていない。 

 

7.2.3 日本の公的支援制度における問題点 

以上のように、国や自治体がオーケストラに助成金を交付する制度があるが、国による支

援制度において、基金では公演当日の費用、活性化事業では公演前日までの費用を適正かつ

明確に導き出すことは必ずしも容易ではない。それは、指揮者やソリスト、給料制をとる団

体の楽員の出演料において見られる。 

例えば、指揮者やソリストの出演料は、「演奏会 1 回につき○○万円」と決められている

 
12 日本オーケストラ連盟の資料においては「事業活動収入合計」と記されている。 
13 山形交響楽団は、総収入 4 億 6017 万 4 千円に対し、5646 万 7 千円の助成金が交付されている。藝大フ

ィルハーモニア管弦楽団は総収入 5263 万 3 千円に対し、2370 万 5 千円が交付されている。 

日本オーケストラ連盟（2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019）

『日本のプロフェッショナル・オーケストラ年鑑2009・2010・2011・2012・2013・2014・

2015・2016・2017・2018』より筆者作成

注）2008年度までは、京都市交響楽団が京都市の部局であったことから、公的支援の額を計上して

　　おらず、2009年度に大幅に増額したように見える。

（図7-2）日本オーケストラ連盟加盟団体に対する自治体からの支援額の推移

（単位：縦＝千円、横＝年度）
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ことが一般的である。そのため、1 回の出演料が 80 万円の場合、公演当日に係る費用は 80

万円と計上することが可能である。指揮者であれば、この報酬に 3 日間程度までのリハー

サルに参加する報酬も含まれている。一方で、リハーサルに係る費用のみを算出しようとす

る場合には困難が生じる。日数のみで計算すると、リハーサル 3 日間と公演日 1 日の 4 日

間であれば、リハーサルに係る日数は報酬の 75％として算出することから、出演料 80 万円

の指揮者の場合、60 万円を計上することとなる14。しかし、活性化事業の募集案内には計算

方法が明示されていないことから、指揮者の業務内容から、リハーサルにおける比重が高い

と考えると、3日間のリハーサルに係る報酬は90％程度だと主張することも可能といえる。 

また、ソリストは公演日前日のリハーサルに 1 日のみ参加し、1 度通して演奏するだけで

リハーサルが終了することもある。リハーサル 1 日と公演 1 日の 2 日間とすれば、リハー

サルに係る費用は 1 日分として 50％と算出することが一般的であろう。しかし、リハーサ

ルと公演当日の最終リハーサル（GP）、本番の計 3 回演奏したとみると、リハーサルに係る

費用は報酬額の 1/3 と指摘されることも考えられる。 

このように、リハーサルを含んだ演奏会 1 回あたりの出演料として指揮者やソリストに

報酬が支払われることが、世界的にも伝統的な方法となっていることから考えると、このよ

うな計算方法は現実に即していないことが指摘される。 

また、会場使用料や広告宣伝費のように、前年度に支払った分は対象経費にならないとい

う点においては、楽団の経理を複雑にすることのほか、オーケストラが対象年度に支払いを

するために、演奏会場や印刷会社に支払いを待ってもらうことになれば、これらの施設や企

業にも影響を与えることが考えられる。 

そして、国の支援に加え、自治体の支援においても、それらの多くが予算の段階から決算

まで赤字を前提とする事業に対して支援が行われることが大きな問題として挙げられる15。 

2008 年 11 月 5 日の芸術家会議による提言では、当時の国による支援制度16の「最大の課

題」として、「実態として支援対象となる文化芸術団体の持ち出し、すなわち『赤字』を前

提とした支援制度になっている点である。つまり、この事業における支援金額は、対象団体

の『自己負担の範囲内』かつ『補助対象経費の 3 分の 1 まで』と定められ、仮に公演により

黒字が生じた場合には、支援金額のうち、黒字分相当額が縮減される制度となっている。こ

の『赤字の補填』に止まった支援制度であることが文化芸術団体にとって大きな問題なので

ある」と述べている（文部科学省 2008：7）。 

前述したように、2010 年の文化庁の文化審議会においては、「目標及び現状の課題」とし

て、「現在の支援制度は、対象経費の 1/3（芸術文化振興基金は 1/2）以内かつ自己負担の範

囲内となっており、実質的に赤字を補填する仕組みになっているため、芸術団体にとって、

入場料収入等の増加や経費節減の努力を促すインセンティブが働かない」と指摘している。 

この赤字を前提とする助成金制度の問題点は、同様の仕組みによる自治体の支援におい

ても指摘することが出来る。 

 
14 山形交響楽協会専務理事・事務局長西濱秀樹氏へのインタビューによる（2018 年 8 月 11 日村山市民会

館）。 
15 「赤字補填型」と呼ばれることが多いが、結果として赤字になった公演について補助金を交付するもの

ではなく、予め赤字になることが明らかとなっている公演を認定し、予定通り赤字決算になったものに

補助金を交付することから「赤字予算型」といえる。 
16 芸術創造活動重点支援事業。 
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この問題を克服するため、基金と同様の方法をとっていた文化芸術振興費補助金の「トッ

プレベルの舞台芸術創造事業」は、2017 年度より「舞台芸術創造活動活性化事業」に変更

され、入場料収入や寄付金等の収入の多さに比例して補助金が交付される仕組みとなった。

しかし、入場料収入を多く得るためには、集客の見込める作品の再演や、知名度の高い指揮

者やソリストの起用が多くなり、新作の委嘱や、知名度の低い作曲家の作品の発掘といった、

芸術団体としての役割が消極的になると考えられる。さらに、人口の多い大都市のオーケス

トラと人口の少ない地方のオーケストラでは、上限額の 1 億円を受けるためにかける営業

努力は大きく異なると指摘する声もある17。 

このように、助成金による公的支援制度には常に何らかの問題点が指摘されており、決定

的な支援策を見出すことが出来ずにいる。 

 

7.3 支援としての委託事業 

ここまでに見てきたように、助成金制度はオーケストラにとって重要な収入源となって

いることは事実であるが、国や自治体から得られる収入としてみた場合、もうひとつの大き

な源泉となっているものに委託事業がある。 

委託事業のうち、自治体が行うものについては、それぞれの地域において、一般向けの演

奏会や学校における公演といった様々なものがある。その全体像を把握することは必ずし

も容易ではないが、国によって行われるものとしては、文化庁による公演の委託事業として

の「文化芸術による子供育成総合事業」における「巡回公演事業」に限られるので、次にこ

の事業を取り上げてその特徴を見ていくことにしたい。 

文化庁が実施している「文化芸術による子供育成総合事業」には、「巡回公演事業」、「芸

術家の派遣事業」、「子供 夢・アート・アカデミー」、「コミュニケーション能力向上事業」

がある。このうち、オーケストラが受託するものは主に「巡回公演事業」である。 

文化庁は、巡回公演事業について、「文化庁が選定した文化芸術団体が、学校の体育館や

文化施設でオーケストラ、 演劇等の巡回公演を行う。本公演前に文化芸術団体が実施校へ

赴き、鑑賞指導や実技指導を行うワークショップでは、公演の鑑賞や児童・生徒との共演を

より効果的なものとすることが出来る。普段授業などで使っている体育館が、工夫次第で素

晴らしい舞台へと変わっていく様子を体感することが出来る」と説明している。 

この事業を受託しているのは、日本オーケストラ連盟に加盟する団体の一部であり、2019

年度は日本オーケストラ連盟正会員 17 団体と準会員 3 団体の 20 団体が選定されている。

支援団体からの十分な助成等により運営の安定している NHK 交響楽団や読売日本交響楽

団、自治体によって運営されている団体、あるいは特定の自治体から多くの支援を受けてい

る東京都交響楽団、京都市交響楽団、オーケストラ・アンサンブル金沢といった団体は参加

していない。このことから、安定的な支援を得ることが難しいとされている団体の多くがこ

の巡回公演事業に応募し、選定されており、この委託事業がオーケストラへの公的支援とな

っていることがわかる。 

ここからは、巡回公演事業の実績について見ていく。まず、この事業における 1 校あたり

 
17 山形交響楽協会専務理事・事務局長西濱秀樹氏へのインタビューによる（2018 年 8 月 11 日村山市民会

館）。 
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に係る費用は（表 7-1）のように、平均して 475 万円から 490 万円程となっている。 

 

2013 年度の文化庁巡回公演事業を対象に行われた、『文化芸術による子供の育成（巡回公

演事業）検証事業 委託業務成果報告書』によると、オーケストラによる文化庁巡回公演事

業における公演費、派遣費、管理費の割合は、それぞれ、61.5％、29.5％、9.1％となってい

る（文化庁 2015：20）。1 校あたりの費用をこの割合で算出すると（表 7-2）の通りとなる。 

 

 
旅費交通費に相当する「派遣費」は、旅行会社や交通機関、宿泊施設に支払われることか

ら、1 校あたりに係る開催費用から派遣費を除き、オーケストラが受け取る委託費は、1 校

あたり概ね 340 万円となる。演奏者の人数や内容にもよるが、集中的に複数回学校におい

て開催される依頼公演としては、極端に多くも、また少なくもない範囲の金額といえる。 

次に、前述した国による日本オーケストラ連盟加盟団体に対する助成額の合計と、同連盟

の会員団体が受託している文化庁巡回公演の事業費を比較すると、2014 年度は助成額が多

く、2015 年度は巡回公演事業の事業費が多いということがわかる（表 7-3）。 

 

 

このような委託事業について、公的支援とは切り離して考えるべきものであるとの意見

があることも考えられる。しかし、国や自治体がオーケストラに公演を依頼する委託事業は、

多くのオーケストラにとって重要な収入源となっていることから、実質的な支援といえる。

年度 事業費 児童・生徒数 学校数 1校あたりの費用 1人あたりの費用 ※

2014年度 13億6730万2千円 92,697人 288校 ￥4,747,576／校 ￥14,750／人

2015年度 15億2504万1千円 90,026人 311校 ￥4,903,669／校 ￥16,940／人

（表7-1）文化庁巡回公演事業

※ 事業費を児童・生徒数で除した数値　（文化庁提供資料より筆者作成）

公演費 派遣費 管理費

61.5% 29.5% 9.1%

2014年度 ¥4,747,576 ¥2,919,759 ¥1,400,535 ¥432,029

2015年度 ¥4,903,669 ¥3,015,756 ¥1,446,582 ¥446,234

文化庁提供資料、文化庁『文化芸術による子供の育成（巡回公演事業）検証事業 委託業務成
果報告書』（文化庁 2015）より筆者作成

費目ごとの比率は2014年度以降の報告書がないため、2013年度分の報告書（文化庁 2015）に
よる数値を用いた。なお2013年度を対象としていることについては同報告書の第9ページに記述
がある。

1校あたりの費用年度

（表7-2）文化庁巡回公演事業の費目別費用

年度 支援の内容 助成額・事業費 対象団体・受託団体数

国・基金の助成金 16億0270万4千円 オケ連（※）正会員25/25団体　準会員3/8団体

文化庁巡回公演 13億6730万2千円 不明　（2013年度は正会員と準会員18/33団体）

国・基金の助成金 14億7531万2千円 オケ連　　　正会員25/25団体　準会員6/9団体

文化庁巡回公演 15億2504万1千円 不明
※　オケ連＝日本オーケストラ連盟

2014年度

2015年度

（表7-3）国によるオーケストラへの支援

　　日本オーケストラ連盟（2016・2017）『日本のプロフェッショナル・オーケストラ年鑑2015・2016』、
　　文化庁（2015）『文化芸術による子供の育成（巡回公演事業）検証事業 委託業務成果報告書』、

　　文化庁提供資料より筆者作成
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こうした委託事業は、オーケストラにとっては依頼公演という性格であることから、オーケ

ストラが赤字になることは原則としてない。そのため、特に楽団員に固定給を支払うオーケ

ストラにとっては、空いているスケジュールを埋め18、収入を得るための重要な事業となっ

ており、場合によっては助成金よりもオーケストラを支援することに成功しているともい

える。 

以上のように、オーケストラの自主公演において発生する赤字の一部を補う助成金だけ

でなく、依頼公演として必要な費用は全て賄われ、多少なりとも利益を上げることの出来る、

国や自治体による委託事業もまた、オーケストラにとっては重要な公的支援といえる。 

 

7.4 静岡県における支援の事例：補助金事業と委託事業 

 次に、国のように、助成金制度と委託事業を同時に行うことなく、それぞれを繰り返し変

更しながら、オーケストラへの支援制度を模索している静岡県の事例について見てみよう。 

7.4.1 静岡県のオーケストラ 

 静岡県では、静岡交響楽団、浜松フィルハーモニー管弦楽団（以下「浜松フィル」という）、

シンフォニエッタ静岡の 3 団体が活動している。各団体とも、事務局員の一部は固定給制

をとっているが、演奏家は歩合制である。 

 

これら 3 団体のうち、国からの支援は、静岡交響楽団が 2015 年度より、シンフォニエッ

タ静岡が 2016～2017 年度に、芸術文化振興基金からの補助金を受給している。 

静岡交響楽団は、2009 年度に初めて自治体から 270 万円を受給し、その後増加を続け、

2016 年度には約 5094 万円となり、同年度の収入の約 40%を自治体からの助成金が占めて

いる19。演奏会の依頼は、県の外郭団体である静岡県文化財団より 2004 年度から 2007 年

度まで、年に 1 回 3～4 公演の「中学生のための音楽会」を受託していた。2016 年度から

は静岡市より「まちは劇場オーケストラ事業」を 3077 万円、2017 年度は 3470 万円で受託

しており、学校訪問コンサート、親子コンサート、静岡駅前の地下街や商店街といった街角

で気軽に触れることの出来る無料コンサートを数多く実施している20。このほかにも富士市

文化振興財団から小学生のための音楽鑑賞事業を毎年受託している。 

浜松フィルは浜松市から運営補助として 200 万円が受給していたが、100 万円に減額さ

 
18 オーケストラが文化庁巡回公演に応募する際には、「実施可能時期」の提出が求められている。オーケス

トラの公演の多くは、ホールを予約する時期が 1～2 年前であることから、自主公演は 1 年前までには決

定していることが多い。一方で国や自治体からの依頼公演は、実施年度直前の 3 月に次年度予算が成立

し、事業の実施が確定することが一般的であることから、オーケストラのスケジュールの空白を埋める

ものともいえる。 
19 日本オーケストラ連盟の資料による。なお、これらの補助金を交付している自治体名は明らかではない。 
20 静岡市『重点プロジェクトの主な事業』。 

（表7-4）静岡県を拠点に活動するプロフェッショナル・オーケストラ

団体名 法人格 創設年 オケ連

静岡交響楽団 特定非営利活動法人 1988年 準会員

浜松フィルハーモニー管弦楽団 特定非営利活動法人 1999年 非加盟

シンフォニエッタ静岡 一般社団法人 2005年 非加盟

各団体の資料、調査に基づき筆者作成（2018年度末時点）
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れたのち、2012 年前後に廃止された。なお開始年度は不明である21。演奏会の依頼は、浜

松市文化振興財団から小学 5 年生を対象とした「こども音楽鑑賞教室」を 2010 年度から毎

年 2 日間 4 公演を受託している。 

シンフォニエッタ静岡は、後述する静岡県による補助金を 2014 年度に受給したのみであ

る。また自治体等から定期的な公演の依頼は受けていない。 

 

7.4.2 静岡県による支援制度の変遷 

静岡県によるオーケストラへの支援制度は、静岡交響楽団の働きかけによって 2010 年に

「ふじのくに交響楽団公演事業」との名称による委託事業として開始された。県は 3 団体

に等しく支援することを望んだことから22、「ふじのくに交響楽団」との名称によって 3 団

体で合同演奏をすることが条件とされ、静岡交響楽団に委託費が支払われた。他の 2 団体

へは静岡交響楽団が企画した「ふじにくに交響楽団」の演奏会に出演した楽員に対し、静岡

交響楽団から出演料、交通費が支払われるという制度であった。 

この事業は 2013 年度までの 4 年間実施されたが、浜松フィルは初年度のみ参加し、翌年

度以降は辞退した。シンフォニエッタ静岡は、初年度から辞退した。この 2 団体にとって

は、所属する楽員をエキストラとして静岡交響楽団に派遣するだけであり、県からのメリッ

トがないことから辞退したという側面がある23 24 25。 

当初は 3 団体での合同演奏が条件とされていたものの、2 団体が辞退したことから、公平

に支援が行われるようにと、2014 年度から「『ふじのくに交響楽団“音楽の芽”』公演事業補

助金」との名称により、各団体の自主公演における赤字を補うための補助金制度に変更され

た26。この補助金の受けるには、予算の段階から赤字になることが求められ、審査の上、対

象となる公演が定められた。補助対象となる条件として、定期演奏会や乳幼児向けコンサー

トといった自主公演に子供を無料招待し、その費用の半分以上を楽団が負担することと、コ

ンサートに付随して、子供向けのワークショップ27を実施することが必要とされた28。 

補助対象経費は、「出演料・旅費、賃借料、舞台等制作費、印刷・宣伝費、通信・運搬費」

とされ、ここから「入場料収入、広告料収入、補助金・協賛金収入」を控除した額の 1/2（1

事業あたりの上限 145 万円）以内を補助することとなった。すなわち、総収入から総支出

 
21 浜松フィルハーモニー管弦楽団事務局 小林昌史氏へのインタビューによる（2017 年 2 月 28 日浜松市

内同楽団事務局にて）。 
22 2014 年 3 月の県文化政策課職員、2018 年 9 月 4 日の川勝平太知事からシンフォニエッタ静岡関係者へ

の説明があった（シンフォニエッタ静岡へのインタビュー調査による）。また、静岡県議会会議録による

と、2009 年 12 月静岡県議会定例会における髙田好浩議員の質問に対して、川勝知事は「県全体でやは

り一つのプロ集団だけに御支援申し上げることはできかねます」と答弁している。 
23 浜松フィルへのインタビューによる。 
24 シンフォニエッタ静岡 楽団長 植田明美氏へのインタビューによる（2017 年 3 月 1 日焼津市同楽団事

務局にて）。 
25 2013 年 9 月 7 日に牧之原市において開催された公演のチラシを確認すると、主催は静岡交響楽団、共

催に牧之原市と静岡新聞・静岡放送、浜松フィルは「協力」名義となっている。 
26 静岡県議会会議録によると、2014 年 12 月静岡県議会定例会における田口章議員の質問に対して、知事

は「ふじのくに交響楽団として予算を皆様方にお認めいただいて、過去 5 年間、大体 500 万から始めて

今 1500 万ぐらいまで来ているでしょうか。ところが残念なことにこれがうまく機能していないという

ことがわか」った、と答弁している。 
27 県は「音楽プログラム」と称した。 
28 『「ふじのくに交響楽団“音楽の芽”」公演事業費補助金交付要綱』より「第 2 定義」による。 
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を引いた額が赤字の場合、その半分（上限 145 万円）までを補助するという簡潔なもので

あった。 

県は事業全体の年間予算 1500 万円のうち、オーケストラに交付される補助金の総額を

1450 万円とした。各団体は年間 368～543 万円、3 団体の合計で 1347.5 万円の補助金が交

付され、各団体は独自の活動を展開した29。 

この補助金制度は各団体から使いやすいと評価されていた30 31が、わずか 1 年で名称は

そのままに、補助対象の費用と計算式が大幅に制限されるものへと変更された。同時に、県

は「音楽に対する子供の興味、関心を引き出し、理解を深めることにより事業効果を高める」

ことを目的としながらも32、「5 歳未満の子供に音楽を聞かせても理解出来ない」という理由

から 5 歳未満の子供が鑑賞することを支援の対象外とした。 

各オーケストラは、県が示す計算方法33によって試算したところ、いずれも補助金を得よ

うとするほど楽団が持ち出さなくてはならない費用が増加することから、この補助金を得

るメリットがないとの結果となった。しかし、静岡交響楽団と浜松フィルは、役員が所属す

る企業が補填するから利用した方がよいといった意見が出され、この制度を利用した。シン

フォニエッタ静岡は全ての期間においてこの制度を利用しなかった34。 

このように、オーケストラから利用し難いという声が上がったことから、県は 2017 年度

より補助金を利用しやすいよう、計算方法の一部を変更したとしているが35、後で詳しくみ

るように、オーケストラの実態からは変更前から変化した点はほとんどなかった。 

この補助金事業の予算は、（表 7-5）の通り、2014 年度と変わらない額が確保されたが、

利用された補助金の総額は予算の 1/3 から半分程度に留まった。この結果から、2018 年度

の予算は 1000 万円以下に減額された36。なお、2018 年度の実績は不明である。 

 

県は、これまでの補助金制度がオーケストラにとって使いにくいものであること、補助金

事業のためにオーケストラに経済的負担を強いているとの問題を改善するため、オーケス

トラに赤字を発生させることのない委託事業として、2019 年度より「子どもが文化と出会

 
29 静岡県職員へのインタビューによる（2018 年 8 月 30 日）。 
30 浜松フィル、シンフォニエッタ 静岡へのインタビューによる。 
31 静岡交響楽団事務局長・専務理事、前楽団代表 前田衛氏へのインタビューによる（2017 年 3 月 29 日

静岡市内同楽団事務局にて）。 
32 『「ふじのくに交響楽団“音楽の芽”」公演事業実施要領』第 1 の（1）。 
33 後述する表 7-6 において示す。 
34 3 団体へのインタビューによる。 
35 静岡県職員へのインタビューによる（2018 年 10 月 1 日）。 
36 静岡県職員へのインタビューによる（2018 年 8 月 30 日）。 

（表7-5）静岡県による補助金額の推移 (単位：千円）

演奏会への招待 音楽プログラム

静岡交響楽団 4,336¥      5公演 5回

浜松フィル 955¥        3公演 6回

静岡交響楽団 4,161¥      5公演 5回

浜松フィル 733¥        2公演 3回

静岡交響楽団 7,241¥      7公演 7回

浜松フィル 1,179¥      3公演 3回

各団体へのインタビューと静岡県提供資料より筆者作成

事業数
年度 予算額 補助総額 対象団体 補助額

2017年度 15,000¥     8,420¥      

5,291¥      15,000¥     2015年度

4,891¥      15,000¥     2016年度
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う機会創出事業」を開始した。 

それまでは、3 つの団体が活動拠点とする、いずれも政令指定都市である静岡市と浜松市

において開催される演奏会を主な対象として補助金が支払われていたが、この新たな事業

では、県としての役割から、「芸術に触れる機会の地域格差を是正する」として、予算を約

6400 万円に拡大し、政令指定都市以外の基礎自治体の公演を各団体に依頼することとなっ

た。具体的には、オーケストラを招聘する予算を確保することが難しい、中山間地域の小規

模の学校を主な対象とする「地域訪問プログラム」と称した公演を年間 30 回37、一般公開

される「未就学児のためのコンサート」を年間 3 回開催するものである。3 つのオーケスト

ラは県からの依頼公演として受託している38。 

オーケストラが得られる 1 公演当たりの委託料の上限額は、演奏者の人数によって 4 段

階に分けられている。「地域訪問プログラム」の場合、41 人編成以上の場合は 200 万円、21

～40 人編成は 150 万円、11～20 人編成は 100 万円、2～10 人編成は 40 万円となってい

る。「未就学児のためのコンサート」については、広報費として、それぞれ 15 万円を加算し

た金額が上限額となる。旅費交通費はこれに含まれない。前述した文化庁の巡回公演事業が、

1 公演当たり 340 万円で 2 管編成 12 型とすると約 70 人編成であることから、演奏者 1 人

あたり約 5 万円となる。静岡県の「地域訪問プログラム」では、それぞれの編成の上限額

を、41 人、30 人、20 人、8 人で除すると 1 人あたり約 5 万円となることから、文化庁の巡

回公演事業と同程度といえる。 

なお、実施主体は県であるが、県の外郭団体である公益財団法人静岡県文化財団が事務局

として、県、楽団、学校との間に入り、調整や支払いを行うなど、文化庁による巡回公演事

業と類似した仕組みをとっている。 

以上のように、静岡県によるオーケストラへの公的支援は、委託事業として開始されたも

のの、1 つの団体に委託費が支払われていたことによる問題から補助金事業に移行したが、

補助金制度における問題点も見られたことから、再び委託事業に変更された。 

 

7.4.3 静岡県の事例で見る補助金事業と委託事業の違い 

ここでは、静岡県による補助金事業において問題点について詳しく確認し、委託事業との

違いについて見ておきたい。 

2014 年度の補助金事業は、県の例示によると 500 万円の支出に対し、210 万円の収入が

あった場合、290 万円の赤字の半分、最大 145 万円までを補助するというものであった。こ

の仕組みはシンプルであったことから 3 団体のいずれもが利用しやすかったと評価してい

る。しかし、県の補助金を得てもオーケストラに残る赤字の補填については、他公演での利

益を充てるか、楽団関係者個人、あるいは金融機関からの借り入れ以外は認めないとの制限

があり、この補填方法については問題が指摘された。 

 
37 静岡県『平成 31（令和元）年度 子どもが文化と出会う機会創出事業（音楽）実施要領』より。なおへ

き地学校等指定基準に所在する学校は、政令指定都市の学校であっても対象とされる。 
38 2019 年度は当初の計画数を大幅に超え、地域訪問コンサートは 40 回、未就学児コンサート 11 回が実

施された。なお、公演回数は増加したが、予算は増加していない。 
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 2015 年度からは、補助額の計算方法が細かく設けられたことによって、各楽団の実態と

乖離する点が多く指摘された。ここで、県の例示と補助金を得ない場合との比較を見てみよ

う。 

 

  

県はこの例示（A）によって、オーケストラが 1 公演当たり約 80 万円の補助金が得られ

ることから、年間 5 回の公演を行うと合計額が約 400 万円となり、前年 2014 年度と同等の

補助金を得られると説明した。 

その後、計算方法（A）では補助金が使いにくいことから、2017 年度より新たな計算方法

（B）に変更したと説明するが、（表 7-6）で見るように、得られる補助額の合計はほとんど

変わらないことがわかる。 

A B C

 2015～
 　2016年度

 2017～
 　2018年度

補助金を得ない

補助額① 注1 200,000¥ （廃止） ¥0

演奏会に係る費用（支出）　　　　 Ⓐ -5,000,000¥ -5,000,000¥ -5,000,000¥ 

入場料（広告・協賛金）収入 2,100,000¥ 2,100,000¥ ¥2,100,000

　（無料招待した子供の人数）㋐ 200人 200人 0人

　（会場の座席数）　　　　　㋑ 1000席 1000席 1000席

　（無料招待比率）㋐ ÷ ㋑ 20% 20% 0%

補助額②　（費用補助） 注2 290,000¥ 500,000¥ ¥0

音楽プログラムに係る費用（支出） Ⓑ -550,000¥ -550,000¥ ¥0

収入（得てはいけない） ¥0 ¥0 ¥0

補助額③　支出の1／2　 275,000¥ 275,000¥ ¥0

ワークショップ研修（2回）（支出）Ⓒ -73,000¥ -73,000¥ ¥0

収入（得てはいけない） ¥0 ¥0 ¥0

補助額④　支出の1／2　 36,500¥ 36,500¥ ¥0

補助額計（補助額①＋②＋③＋④＝） 801,500¥ 811,500¥ ¥0

　支出合計（Ⓐ+Ⓑ+Ⓒ＝） -5,623,000¥ -5,623,000¥ -5,000,000¥ 

　収入合計（入場料、広告、協賛金） 2,100,000¥ 2,100,000¥ 2,100,000¥ 

補助額（上限145万円） 801,500¥ 811,500¥ -¥ 

収支（オーケストラ自己負担額） -2,721,500¥ -2,711,500¥ -2,900,000¥ 

A B C

注1　A：学生料金2,000円×無料招待200人＝40万円のうち、半額を補助。

注2　A=支出500万円から収入210万円を除いた290万円に無料招待の子供の入場率20％を掛けが額の

　　　　半分が補助額となる （290万円×20％×0.5＝29万円）。

　 　 B=支出500万円に無料招待した子供の入場率を掛けた額の半分が補助額となる

　　　（500万円×20％×0.5＝50万円)。

（表7-6） 静岡県による補助金事業の計算方法の例示 と補助金を得ない場合との比較

静岡県『平成27（2015）年、平成29（2017）年「ふじのくに交響楽団”音楽の芽“」公演事業補助金積算例』を

基に筆者作成
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オーケストラには補助金を得る条件として、ワークショップの開催とワークショップ開

催のための研修会への参加が義務付けられたものの、ワークショップの開催において収入

を得ることは認められず、いずれの費用の半分を持ち出す必要があった。このことによって、

演奏会の開催だけでは 500 万円の支出であったものが、補助金を得るために、約 562 万円

へと膨れ上がることが明らかとなった。 

結果として、県はオーケストラに対し、1 回の公演において 80 万円の補助金が得られる

と示したものの、最終的にオーケストラが自己負担金として抱える赤字額は補助金を得て

も 271 万円以上あり、補助金を得ない場合（C）の自己負担額 290 万円と比較しても、20

万円弱の差に留まることとなる。 

また、前に述べたとおり、この補助金制度を利用すると、残った自己負担金の補填に、他

の助成金や協賛金を充てることは認められていないことから、補助金を利用せず（C）、290

万円の赤字補填にいくつかの助成金や協賛金、寄付金等を充てる方が得策であるともいえ

る。 

その他の課題として、定期演奏会といった自主公演に 1 回あたり 200 人もの子供達を招

待することは非現実的であり、その費用の半分以上を負担する点も指摘された。各楽団は、

費用を負担し、無料招待しなくてはならない子供を数百人も集めることよりも、チケットを

購入してくれる一般客を集めることの方が重要であると考えていた39。 

また、補助額の上限である 145 万円を獲得しようとするには、1000 席の会場の場合、45％

ほどを無料招待の子供達で埋めなくてはならないということも試算された。 

このことから、静岡県の補助金制度は、オーケストラの実態にあっておらず、楽団側への

メリットはほとんどないものであったといえる。 

さらに、県は、自らが実施したいと考える事業のために、民間の実演芸術団体であるオー

ケストラに資金を拠出させ、オーケストラが主体的に実施する自主公演の内容に、県が補助

金を拠出することによって介入していたともいえる。 

次に委託事業について確認する。2010 年に支援が開始された当初は、静岡交響楽団にま

とめて委託費が支払われていたことから、他団体にはメリットがなく、参加しないという問

題が起きた。しかし、2019 年度に再度委託事業となった際には、3 団体がそれぞれ受託す

る形となったことによって、公平性がいくらか改善された。 

また、県は、補助金制度のままではオーケストラの赤字が前提となっていること、補助金

だけではその赤字の全てを補うことは出来ず、オーケストラの自己負担金を抱えるという

問題を解消出来ないと認識し、委託事業に変更したと説明している。なお、納税者の理解を

得ることが一層難しくなることから、補助額を 1/2 以上にすることや、交付金としての支援

は現実的ではないとしている。 

この委託事業において、演奏者や楽団スタッフのリハーサルや準備に係る報酬が支払わ

れないこと、事務経費が十分ではないといった課題も残されているが、委託事業はオーケス

トラにとって依頼公演であることから、原則として赤字になることはなく、利益を得られる

ものとなった40。 

 
39 3 団体へのインタビューによる。 
40 実際には、演奏家としての倫理面から公演当日の出演料の中から費用を捻出してリハーサルを行ってい

る（2019 年 11 月 16 日シンフォニエッタ静岡楽団長植田明美氏へのインタビューによる）。 
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このように、静岡県のオーケストラに対する支援制度の変遷から、補助金事業と委託事業

の違いが明確になった。 

 

7.5 まとめ オーケストラにとって望ましい公的支援のあり方とは 

本章では、オーケストラに対する公的支援制度について、2010 年から 10 年の間に委託

事業と補助金事業とを交互に実施してきた静岡県の事例に着目し、どのような公的支援の

あり方が望ましいのか考察した。 

 これまでの国や自治体によるオーケストラへの助成金制度は、予算から決算までを赤字

としなくてはならないものが一般的であることから、オーケストラの入場料収入等の増加

や経費節減の努力を促すインセンティブが働かないという課題が長らく指摘されてきた。

それを改善するために、国の支援策においては新しい仕組みによって実施されるようにな

ったものがあるものの、集客を増やすことが優先されるため、地域格差がうまれるほか、芸

術団体として、創造性の観点における新たな課題も考えられる。 

また、助成金制度の多くは、オーケストラが主体となって実施する自主公演を支援するも

のであるが、オーケストラは経済的支援を受けることと引き換えに、支援する側の意向に従

わなくてはならなくなることがある。それは、静岡県による補助金制度の事例からも明らか

となった。 

一方で、委託事業は、オーケストラにとって依頼公演となることから、必要な費用は全て

依頼主によって支払われ、オーケストラが赤字になることは基本的にはなく、適正な範囲で

の利益をあげることも出来る。この依頼公演では、オーケストラが企画したパッケージ公演

と呼ばれるものを買い取ることもあるが、必要な費用を支払うことで、依頼主の注文に応じ

た公演を制作することが出来る。依頼主が自治体の場合、自治体が必要な費用を支払うこと

によって、自治体の意向に沿った演奏会をオーケストラに制作してもらうことが出来る。 

これまでのオーケストラに対する公的支援の議論において、国や自治体はオーケストラ

に助成金を拠出することによって支援し、それを維持することが望ましいという意見が一

般的であった。その中においては、国や自治体が介入することなく、芸術活動の独自性を維

持するために、「アームズレングスの原則」を貫くことが求められるとの意見もある。しか

し、静岡県の事例で見たように、行政はオーケストラの芸術活動の中心となる自主公演にも

介入することがある。また、アーツカウンシルといった中間支援組織を介在させたとしても、

日本において、アームズレングスの原則を維持するための方法が確立されたとはいえない

状況にある。 

オーケストラが支援を必要としていることの原点にかえると、その多くは各楽団の芸術

性や技術力の向上、創造力や個性を最も発揮する場である自主公演における赤字を補填す

ることにある。この赤字を補填するために国や自治体が助成金を拠出することよって、様々

な課題が浮かび上がってくる。そこで、オーケストラは、国や自治体の意向を汲むことの出

来る依頼公演を受託し、十分な利益を得ることが出来るのであれば、その利益を自主公演の

赤字に充てることが出来る。そのことによって、国や自治体による介入を防ぐことも出来る

ようになる。 

このように、オーケストラに対する公的支援は、複雑な制度設計を必要とし、オーケスト

ラの芸術活動の自由を妨げる可能性のある助成金事業よりも、オーケストラが持つ能力を
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引き出しつつ依頼主の要望通りに演奏会を制作してもらうことのできる委託事業の方が、

支援をする国や自治体にとっても、依頼公演として利益を得られるオーケストラにとって

も、実質的には望ましい支援であるといえる。 
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第 8 章 鑑賞者に直接支援する制度 

8.1 はじめに 

 『文化芸術基本法1』において、基本理念を述べた第 2 条 3 項には、「文化芸術に関する施

策の推進に当たっては、文化芸術を創造し、享受することが人々の生まれながらの権利であ

ることに鑑み、国民がその年齢、障害の有無、経済的な状況又は居住する地域にかかわらず

等しく、文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することができるような環境の

整備が図られなければならない」と示されている。 

したがって、文化芸術基本法の理念にあるように「国民がその年齢、障害の有無、経済的

な状況又は居住する地域にかかわらず等しく、文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれ

を創造することができるような環境の整備」を図るためには、従来とは異なる支援策が求め

られる。 

このように、日本では広く国民が芸術に触れる機会を目的とした法が整備され多くの、施

策が取り組まれている。一方で、オーケストラの鑑賞に関しては、それを鑑賞する人々が直

接支援を受けることはなく、オーケストラに助成金が支払われている。前章までにみたよう

に、助成金を受ける団体は固定化する傾向があり、それらの団体が活動する地域は大都市圏

に集中している。そのため、オーケストラに対する支援の恩恵を受けることのできていない

人々が相当数存在すると推察される。 

 そこで本章では、より多くの人々が広く芸術に触れる機会を得る可能性が高まると考え

られることから、芸術分野におけるバウチャー制度や還付金制度について着目する。芸術文

化分野におけるバウチャー制度や還付金制度については、海外では「文化バウチャー」や「文

化カード」といった名称により、様々な制度が実施された事例がみられるものの、日本では

芸術文化の分野に限らずバウチャー制度に対して批判的な意見が多く、制度が広く浸透し

ているとは言い難い。しかし、バウチャー制度や還付金制度の特性を見ていくと、鑑賞者支

援として望ましい性質があるだけでなく、間接的に支援を受けることになるオーケストラ

にとっても、あるいは自治体などの支援を行っている主体にとっても望ましい点がある。 

本章の目的は、内外での事例を検討することによって、以上で述べたようなバウチャー制

度等の鑑賞者支援制度のメリットを明らかにすることである。なお、本稿では、芸術分野に

おけるバウチャー制度や還付金制度を総称して、鑑賞者、あるいは今後鑑賞者になると思わ

れる人々に直接支援が行われるという性質に着目して、「鑑賞者支援（制度）」という。これ

に対し、助成金のようにオーケストラに対して直接助成金が交付される制度については、

「供給者支援（制度）」という。 

 

8.2 鑑賞者支援としてのバウチャー制度 

8.2.1 バウチャー制度に関する先行研究 

鑑賞者支援制度の代表的なものとしてバウチャー制度を挙げることができる。バウチャ

ー制度は、M.フリードマンが、教育の質を高めるためには国の関与を高めることよりも市

 
1 2001 年に施行された『文化芸術振興基本法』から 2017 年に改正された。 
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場メカニズムを導入することが有効であるとして、1962 年の著書において提唱したものが

はじまりとされている2。 

内閣府（2001：2-3）は、日本でも一部の分野でバウチャーの導入が議論されるようにな

ってきたが、依然としてバウチャーという概念は十分理解されているとはいえないとして

いる。また、スロスビー（2010）は、「バウチャーの仕組みが自由市場の熱狂的なファンに

とって魅力的なものであったとしても、管理上の失敗や壊滅に耐えることのできる実行可

能な仕組みをデザインすることは難しいことがわかっており、成功例もほとんど存在しな

い3」と述べているなどとして、芸術分野のバウチャー制度に対して否定的な意見もあり、

日本の文化政策研究においては、それほど研究が進んでいる訳ではない。 

しかし、バウチャー制度は少なくとも海外において導入された事例があり、その有効性に

ついても指摘されている。芸術分野におけるバウチャー制度については、ニューヨークのオ

フ・オフ・ブロードウェイの劇団の支援を目的とした Theatre Development Fund（TDF）

によるバウチャー制度がよく知られている。このバウチャー制度は、鑑賞者に選ばれるため

に芸術団体が魅力を向上させること、劇団が追加的な資金を得ることができるようになる

こと、TDF が助成金の配分から解放されるという 3 点を目的として導入されたものである

が、ボウモル（1979）は、この制度が芸術団体の支援において機能していることを指摘して

いる。 

また、ウェスト（1986）は、北部アーツカウンシル（Northern Arts）が、1968 年から

1981 年の 13 年間に若者の芸術鑑賞拡大を目的とした実施したバウチャー制度 “The Arts 

North Ticket guarantee Scheme” に関して、アーツカウンシルの運営費は、鑑賞者がバ

ウチャーを利用し、芸術団体に払い戻された総額の約 10％と低額に抑えられた上、オーケ

ストラ等の芸術団体からも十分機能しており、有効であると評価されていた、と述べている。 

田中（2007）は、上で挙げたボウモル（1979）とウェスト（1986）の研究や、アメリカ

とイギリス、さらにデンマークにおけるバウチャー制度の事例から、消費者主権に忠実であ

ること、消費者の選好の多様性に対応できること、若手の芸術家や実験的な芸術活動といっ

た十分に評価の確立していない芸術家（非スター芸術家）にも助成金を配分できることの 3

つの利点をあげ、日本の芸術政策における導入可能性を提起した。 

オーストラリアとニュージーランドの文化政策に関しては、マデン（2012）が、バウチャ

ー制度等による鑑賞者への支援と、これまでと同様に供給者である芸術団体への支援を両

立させることが望ましいことを主張している。 

 

8.2.2 バウチャー制度の基本的な仕組み 

 内閣府は（2001）、バウチャー制度について、①クーポン券のような、財貨・サービスと

の引換券であること。ただし、切符である必要はなく、IC カード等を用いても構わない。

②一般的には、教育や衣食住といった人々が最低限の生活を支援するために行われる制度

であると理解されており、政策目的の実現のため支給される助成金に、市場の特性である

「選択」と「競争」の要素を加える手段として期待されていること ③基本特性としては、

 
2 1955 年の論文が初出ともいわれるが、近年では、ペインが 1792 年に著した『人間の権利』が起源とも

考えられている（後 2017：331-332）。 
3 スロスビー2010：81 
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交付された個人にサービスの選択が許される「選択権」、指定された範囲の財貨・サービス

としか交換できないことのある「使途制限」、他人に権利を譲渡できない「譲渡制限」の 3

つを特徴として挙げている4。 

 バウチャー制度の目的はそれが用いられる分野によって様々であるが、芸術分野におけ

るバウチャー制度の主な目的は、芸術の鑑賞者を増加させることである。低料金で鑑賞でき

るよう、鑑賞者に直接支援を行うことで、鑑賞者の増加を図りながら、実演芸術団体の支援

にもつなげることがバウチャー制度の基本的な仕組みである。 

アメリカ・ニューヨークの中間支援団体 Theatre Development Fund（TDF）は、1971

年より、ブロードウェイ劇場のような商業演劇としては成立しにくい、オフ・オフ・ブロー

ドウェイの劇団5を支援することを目的として、Voucher program for Off-Off Broadway 

Theatre を開始した。1974 年には Dance voucher program が、1978 年には Music voucher 

program が追加された。 

この制度では、鑑賞者が 1 ドルのバウチャーを TDF から購入し、観劇の際に利用する。

鑑賞者からバウチャーを受け取った劇団は、TDF に申請し、鑑賞者が支払った 1 ドルに、

補助金 1.5 ドルを加えた 2.5 ドルが支払われるというものである（図 8-1）。つまり鑑賞者に

とっては、本来 2.5 ドルの料金がかかるものを 1 ドルで鑑賞することができる。 

既に述べたように、この制度について、ボウモルは、「この仕組みは十分に機能しており、

様々な団体に支援をもたらしている」と述べ、その政策手段としての有効性について評価し

ている6。 

 

 

この制度は現在、TDF Membership というプログラムに変更されているが、基本的な仕

組みは継続されており、オフ・オフ・ブロードウェイの演劇のほかにも、TDF が指定する

ブロードウェイ、オフ・ブロードウェイのミュージカルや演劇、ダンスパフォーマンスや

コンサートにも適用される7 。 

 
4 （内閣府 2001：2-3）なお「地域振興券」や「プレミアム商品券」をバウチャーに準ずるものとする意見

と、バウチャーではなく、現金給付の代替手段とする意見がある。 
5 実験的な演劇を中心に行う、定員 100 名以下の小規模の劇場。 
6 （ボウモル 1979：56） 
7 会員が鑑賞することで、これらの実演芸術団体に助成金が与えられるほか、新たに、実演芸術団体による

教育プログラムやアウトリーチ活動への支援も行われている。なお、会員になることができるのは、学

生、教員、26 歳以下の若者、62 歳以上の退職者、障害者、公務員、非営利組織の職員、芸術家など、13

図 8-1 TDF のバウチャー制度と実演団体への支援の仕組み 

 鑑 賞 者  

  ②バウチャーを利用（1＄）           ①バウチャーを購入（1＄） 

（2.5＄の価値がある）  

 

③バウチャーを提出（1＄） 

実演団体                     TDF 

④バウチャー（1＄）＋補助金（1.5＄）＝計 2.5＄が支払われる 

実線は現金、点線はバウチャーの動きを表す （Baumol 1979 を基に筆者作成） 
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8.2.3 鑑賞者開発の手段としてのバウチャー制度 

フランスでは、主な都市に国立のオーケストラがあるほか、地域圏（région）や自治体

（département、commune）が主導して運営されている団体もあり、いずれも低料金で鑑

賞できるようになっている。それと並行して、アルザス地域圏や、アンジェ、リヨン、ポワ

ティエ、ディジョン、ストラスブール、ルーアン、ボルドーといった自治体が実施するバウ

チャー制度がある8。 

これらのバウチャー制度においてバウチャーに相当するものは、「文化カード（Carte 

culture）」、「文化パス（Pass culture）」と呼ばれており、IC カードを活用している。この

制度の特徴は、支援の対象を若者に限定していることであり、概ね 12 歳から 25 歳の若者

が利用することができる。年間数ユーロから 15 ユーロ程度で購入するか、無料で受け取る

ことができる文化カードを提示することで、コンサートやオペラ、映画、美術館などを割引

料金または無料で楽しむことができる。特にアルザス9においては、20 年以上この制度が続

けられていることから、この制度が支持されていることがわかる10。 

 このように若者に対象を限定したバウチャー制度はフランス以外の国々でも実施されて

いる。マルタ共和国では、約 15,000 人の若者を対象とした文化パスが 2011 年に導入され

た。1 人あたり年間 15 ユーロが与えられ、個人での芸術鑑賞に利用できるほか、学校の授

業の一環として、団体で芸術を鑑賞する場合にも利用することができる。 

オランダでは、30 歳未満の若者の文化的生活促進を目的とした「文化若者パスポート

（Cultureel Jongeren Paspoort）」が導入されており11、芸術鑑賞のほか、DVD、雑誌、衣

類、旅行、健康保険の割引を受けることができる。これに加え、2008 年から 2012 年まで

の 5 年間、12~18 歳までの中等教育を受ける全ての学生に対して、コンサートや演劇、博

物館等の入場料を補助する「文化カード」が配布された。このカードは年間 15 ユーロまで

使用できるようになっており、毎年 1550 万ユーロの予算が政府から拠出された12。 

いずれも芸術鑑賞の機会が少ないとされる若者の鑑賞促進とその支援を主な目的として

おり、バウチャー制度が芸術を鑑賞するきっかけを設けている。 

 

8.2.4 格差に対応するための手段としてのバウチャー制度 

韓国では、低所得層（基礎生活受給者）と次上位階層（基礎生活保障から除外されている

潜在的貧困者）、及び地理的に芸術文化の享受が困難な地域の住民に対する格差解消目的と

してバウチャー制度が導入されている。このバウチャー制度は、2005 年に実証事業として

4 億ウォンを投入して始められたが、2011 年には 340 億ウォンにまで拡大された13。当初

この制度の対象となったのは、演劇、ミュージカル、音楽、映画、伝統的文化の鑑賞や書籍

 
種類の対象者が示されている。 

8 参考ウェブページ一覧に記載した各自治体等の情報による。 
9 2015 年までのアルザス地域圏。2016 年からのアルザス・シャンパーニュ＝アルデンヌ・ロレーヌ地域圏

の一部。 
10 なお、トゥールーズ市には、全ての住民を対象としたバウチャー制度「文化カード（La carte toulouse 

cultures）」もある。65 歳以上は無料で、25 歳未満は年間 5 ユーロ、25 歳以上 65 歳未満は年間 7 ユー

ロを支払えば入手できる。 
11 導入時期は不明 
12 2013 年以降の詳細は明らかではない。 
13 2019 年 1 月 20 日現在のレートで、4 億ウォン≒3900 万円、340 億ウォン≒33 億円。 
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の購入などであった。現在は、国の文化体育観光部と韓国文化芸術委員会などが共同で運営

することから、文化、スポーツ、観光のバウチャーが統合された「文化ヌリカード14」とな

っている。 

「文化ヌリカード」の年間利用限度額は、1 世帯 1 枚の場合は 10 万ウォン、子供たちが

各 1 枚所持する場合は 1 世帯最大 5 枚まで 5 万ウォンとなっている。2014 年度の対象者は

144 万人を見込んでいる15。また、バウチャーを利用する場所まで 1 時間以上を要する地域

に住む障害者、老人、児童が 30 人以上で移動する場合には、「バウチャーバス」が用意され

ている（韓国政府文化体育観光部資料）。 

この他に、プサンの「賢い網」、済州の「文化ドリーム」といった、地域固有プログラム

を設け、文化カードを利用する際の不便を補い、地域の文化芸術団体の積極的な参加を促す

ことに貢献したものもある（野村総合研究所2013：114）。 

 

8.2.5 バウチャー制度に対する批判 

以上でみたように、芸術分野に関するバウチャー制度は、芸術の需要を増やすことで芸術

団体の支援につなげることができるだけでなく、若者を対象とした鑑賞者開発、居住地や所

得といった理由による芸術鑑賞の機会の格差を解消するといった目的をもつ政策の手段と

しても利用されている。 

このように実際に機能している事例があるにもかかわらず、芸術分野におけるバウチャ

ー制度に対しては、否定的な評価も少なくない。前述のように、スロスビー（2010：8）は、

「バウチャーの仕組みが自由市場の熱狂的なファンにとって魅力的なものであったとして

も、管理上の失敗や壊滅に耐えることのできる実行可能な仕組みをデザインすることは難

しいことがわかっており、成功例もほとんど存在しない」と述べ、その実現性について疑問

を示している。 

これに関連して、バウチャー制度は、処理する行政側の人材が多数必要となり、その費用

が多額となることから技術的に難しいという指摘もある（片山 2010：6）。しかし、これは

バウチャー制度を実施した上で指摘された問題点ではなく、推察の域を出ない。既に見たよ

うに、ボウモル（1979）やウェスト（1986）は実際に取り組まれたバウチャー制度に対し

て、機能していると述べている。現行の芸術団体に助成金を支給する供給者支援制度におい

ても、それを有効に機能させるために、自治体の外郭団体に業務を委託する費用や、助成金

の配分に携わるアーツカウンシルのような中間支援組織に報酬の高い専門家を雇用すると

いった費用が生じている実態がある。これと比較すれば、同等の予算でバウチャー制度に関

わる事務処理に携わる人々を多く雇用することは決して困難なこととはいえない16。 

また、内閣府（2001：5）によれば、バウチャー制度は目的を絞らない「ばらまき」であ

るという批判がある。しかし、これは「ばらまき」をどのように解釈するかという問題であ

り、むしろ供給者支援制度の方が「ばらまき」であるともいえる。例えば、演奏会は一度商

 
14 「ヌリ」とは、享受する、楽しむという意。東亜日報（日本語版）では「統合文化利用券」と訳してい

る。 
15 2011 年には 121 万人が文化バウチャー事業の恩恵を受けている。 
16 例えば、静岡県が 2016 年度に採用した「オリンピック・パラリンピック文化プログラム プログラム・

コーディネーター」は 30,300 円／日で 3 名の専門家がいた。これは一般事務職で 1,000 円／時×7 時間

とすれば約 13 名分に相当する。 
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品（演奏）が供給されると、空席であっても商品は供給されてしまうため、有効に利用され

ないという意味では、最も効率的な資源配分から遠ざかるからである。さらに、供給者に対

する補助では、競争が弱くなり、結局は高コストによる負担増という受取人のいない最悪の

「ばらまき」が行われる可能性さえあると指摘している。 

このほかに、バウチャー制度は、人々が芸術を評価する能力を持っていることを前提とし

ており、分権的な意思決定システムとして導入しても期待した成果が得られない可能性が

高いという批判がある（片山 1995：240）。これは言い換えれば、保護すべき芸術を市民は

選ぶことができないという批判である。しかし、市民が芸術を評価する能力を持っていない

という実証もされていないことから、この根拠が明確であるとはいえない。また、現在の公

的支援において助成金の分配に関わっている専門家や行政の職員らが、中立を維持し、芸術

を評価する能力を持っているということも明らかにされていない。 

そして、バウチャーを利用することができる対象団体を決めるにあたり、結局は行政やア

ーツカウンシルの専門家の介入を免れないという問題も考えられる。以上のように、バウチ

ャー制度にはいくつかの批判がみられるが、誤解に基づくものやバウチャー制度そのもの

に関する批判になっていないといえる。 

 

8.3 鑑賞者支援制度の特徴 

前節ではバウチャー制度に焦点を当てて論じたが、バウチャー制度以外にも鑑賞者を支

援する制度は存在する。本節では、かつて福島県に存在した芸術鑑賞に対する還付金制度に

ついて見た上で、鑑賞者支援制度が持つ課題と有効性について検討したい。 

8.3.1 還付金を用いた鑑賞者支援制度 

これまでに日本では、芸術鑑賞を対象としたバウチャー制度が導入されたことはなかっ

たが、入場料の半額を支援する還付金制度は福島県飯舘村と北会津村に存在した。これらの

村には文化ホールがなく、本格的な公演を呼ぶことが難しいという事情があった。村民会館

を建設する構想はあったが、建設費用や維持・管理費が障壁となり、建設に至らなかったた

め、村の実態に合わせ、コンサートを鑑賞した住民を対象に、還付金制度を設けることで、

芸術文化を振興することが企図された（日本経済新聞 1998 年 6 月 8 日夕刊：17）。 

この還付金制度は、東京都の都民半額観劇会などを参考に、1997 年 4 月に「芸術鑑賞奨

励事業（ハーフチケット事業）」として、まず飯舘村で開始された。対象事業は、当初クラ

シック音楽、歌謡コンサート17、演劇であったが、後にスポーツ観戦も加えられ、チケット

代金のうち 3,000 円を超えた額の半額（上限 5,000 円）が助成された。鑑賞する地域は福島

県内に限定されず、仙台や東京といった県外での公演も対象とされたが交通費の補助はな

かった。予算は年間約 30 万円で、当初は「楽園基金」という村の基金が用いられていたが、

後年は自治体の単独費で行われていた。利用者数のデータは、残念ながら東日本大震災の影

響で消失しており不明である。補助金交付申請方法は、鑑賞者（住民）が入場券の半券と申

請書、請求書を提出するものであり、確認を行った上で、補助金が支払われていた。この支

 
17 ただし、飲食という異なる目的が含まれることから、ディナーショーは対象外。 
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援事業は、南相馬市等との合併協議から離脱した際の事業見直しにより 2005 年 3 月末で廃

止された18。 

飯舘村の制度を参考に、北会津村では 1998 年 4 月に「芸術文化鑑賞事業」として、還付

金制度が導入された。基本的な制度は飯舘村と同様で、コンサートや美術館などの場合は 1

人あたり 4 千円以上、スポーツの場合は 1 人当たり 3 千円以上の入場料のものが補助の対

象となった。補助額は 5 千円、または入場料の 1／2 の額のいずれか低い方を上限とし、1

人あたり年間 2 回まで利用することが可能であった。補助金交付にあたっては、入場券の

半券、交付申請書及び請求書の提出を必要とした。この事業では、ふるさと創生基金を原資

とし、年間 50 万円の予算に対し、毎年 60～70 件の利用があった。北会津村は 2004 年 11

月 1 日に会津若松市と合併したが、この制度は、合併後も旧北会津村の住民だけを対象と

して 2010 年 3 月まで実施された19。 

 

8.3.2 鑑賞者支援制度の課題 

鑑賞者支援の方法のひとつであるバウチャー制度に対する批判については、それが必ず

しも当てはまらないことは既に述べたとおりである。しかしながら、そのことがバウチャー

制度を含めて鑑賞者支援制度に課題がないことを意味している訳ではない。オーケストラ

を対象とする鑑賞者支援制度には、主に次のような課題がある。 

第 1 に、鑑賞者支援制度においては、結果的に鑑賞者の数に比例して助成金が配分され

ることになるため、国による供給者支援制度に分類される、独立行政法人芸術文化振興基金

の「舞台芸術創造活動活性化事業」における「入場料収入連動型」と同様に、チケットが売

れる公演に対して支援が行われることになるため、新しい芸術の創造支援にはなりにくい。 

第 2 に、支援された資金が最終的にどのような主体に渡るかが、供給者支援制度に比べ

て明らかになりにくいという問題がある。供給者支援制度においても、オーケストラに支払

われている助成金が結局のところは民間企業の収入源となり、必ずしもオーケストラの支

援とはなっていない可能性について触れたが、支援対象をコントロールすることができな

い鑑賞者支援制度では、この問題はさらに大きくなる可能性がある。ただし、バウチャー制

度では使途の制限を設けられることから、スーパースター現象と言われるような、商業的に

成り立ち、高額な報酬を必要とする演奏家が出演する演奏会を対象外とすることは可能で

ある。 

第 3 に、鑑賞者支援制度は、個別の演奏会に支援することから、オーケストラの安定的な

運営を支えることは容易ではないという問題がある。とりわけ、これまで安定的に供給者支

援を受けてきた団体が不利になることも考えられる。 

第 4 に、鑑賞者支援制度を成立させるための政治的な困難を挙げることができる。芸術

分野において、1968 年にいち早くバウチャー制度を導入したイギリスでは、支援する側の

組織であるアーツカウンシルの委員が、支援先を市民に委ねることを好ましく思わず、自ら

が支援先を決定したいと考えたため、制度自体が廃止されたとされる（ウェスト 1986）。こ

 
18 日本経済新聞 1998 年 6 月 8 日夕刊：17。福島県飯舘村生涯学習課課長藤井氏へのインタビューによる。 
19 福島県会津若松市教育委員会文化課文化振興グループ齋藤氏へのインタビューによる。 
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れと同様に、現在の供給者支援制度に携わる人々からの反対によって、鑑賞者支援制度の導

入、あるいは継続が困難となる可能性がある20。 

 

8.3.3 供給者支援制度の課題に対する鑑賞者支援制度の有効性 

このように、鑑賞者支援制度については、いくつかの課題があることは確かであるが、第

7 章で指摘したオーケストラに対する供給者支援制度がもつ課題については、鑑賞者支援制

度が有効な解決策となることが考えられる。 

第 7 章では供給者支援制度における課題として格差の問題があるが、これには大きく分

けて地域格差と所得格差の 2 つの課題がある。まず、地域格差については、福島県の事例か

ら、文化施設を持たない規模の小さな基礎自治体が、住民に芸術鑑賞の機会を創出すること

が示されている。また、ヨーロッパ諸国の事例からは、オーケストラが活動拠点とする地域

の住民以外にも鑑賞の機会を設けることができることが示されている。所得格差について

は、低所得者層への機会の創出を念頭にした韓国の「文化ヌリカード」や、若者の鑑賞機会

の拡大を目的としたヨーロッパ諸国の「文化カード」といったバウチャー制度の事例から、

その政策手段としての有効性を期待することができる。 

鑑賞者支援制度はまた、芸術文化支援のための費用の削減につながる可能性がある。供給

者支援制度においては、助成金の配分先の決定や様々な事務手続きのために行政に多くの

費用が発生するが、イギリスのバウチャー制度の事例では、芸術団体に払い戻された総額の

うち、行政コストが約 10％と低額に抑えられたことが明らかになっており、行政における

コストの削減が期待できる。 

また、評価が市民に委ねられることによって、国や自治体が芸術活動に介入することや、

国や自治体による制度の恣意的な運用から遠ざけることもできるため、いわゆるアームズ

レングスの原則も保持できるようになる。 

最後に鑑賞者支援制度は、国や自治体が国民あるいは住民といった鑑賞する人々を支援

することが主な目的ではあるものの、オーケストラにとっても間接的な支援となるほか、次

のようなメリットもある。第 7 章でみたように、現在の供給者支援制度においては、赤字予

算を前提とした支援制度が課題となっている。しかし、バウチャー制度等の鑑賞者支援制度

であれば芸術団体が赤字であるという前提は、必ずしも必要ではなくなる。また、現在オー

ケストラの自助努力によって、日本のオーケストラの多くが若者を対象に割引料金を設定

しているが、バウチャー制度の導入によって、オーケストラの経済的負担を軽減することが

できる。さらに、オーケストラが助成金を獲得するために膨大な書類の作成にかける費用の

削減も見込める。格差の解消については、鑑賞する側にだけでなくオーケストラに対しても

みられるようになる。現在の供給者支援制度においては、支援先が固定化される傾向にある

ことから、田中（2007）が述べたように、鑑賞者支援制度によって、若手の芸術家や実験的

な芸術活動といった十分に評価の確立していない芸術家も助成金を獲得できるようになる。 

 
20 また、静岡県内の自治体職員へのインタビューによれば、「自治体が鑑賞者支援制度を設けようとして

も、自分の自治体に還元されることしか考えられない議員が多い中で、他の自治体で行われるイベント

に利用できるような施策を認めるか疑問がある」との指摘もある。ただし、これは供給者支援制度にお

いても同様である。例えば、仙台市による仙台フィルハーモニー管弦楽団への支援は、仙台市民でなく

とも、同楽団の演奏会を鑑賞する全ての人が支援の恩恵を受けられることから、全く理解が得られない

ものとも言い難い。 
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8.4 まとめ 

本章では、日本のオーケストラに対して実施されてきた、供給者支援制度における課題を

克服するための新たな手段として、これまでほとんど顧みられることのなかった鑑賞者支

援制度について考察した。その結果、鑑賞者支援制度は、供給者支援制度の課題に対して一

定の有効性を持つ可能性が示唆された。 

これまでの供給者支援制度において、芸術に対して受け身となっていた鑑賞者は、鑑賞者

支援制度によって、芸術団体の創造活動に積極的に参加、関与する立場に変化することが期

待できる。そして、芸術団体は聴衆の参加によって刺激を受けることから、創造性の向上や

多様化が期待できるだろう（Cultural Policy and Management Research Centre in 

Istanbul Bilgi Univesitesi 2015：52）。 

鑑賞者支援制度は、単に鑑賞者を支援するばかりでなく、供給者支援制度の課題を克服す

るという観点から、実演芸術団体への支援にもつながるということが重要である。アメリカ

の TDF の制度のように、鑑賞者がバウチャーを購入し、その利用によって実演芸術団体に

助成金が加算されるという仕組みが、実演芸術団体の活動意欲を増進させることにもつな

がるのである。さらに、オフ・オフ・ブロードウェイへの支援と同様、支援を受けにくい前

衛的な芸術活動や、小規模の団体に対して、わずかでも支援が行われることになる。福島県

の事例から、鑑賞者支援制度は、文化施設やオーケストラのような実演芸術団体のない自治

体にも、芸術文化支援の手段を与えるという点で有益である。 

その上で、これからの鑑賞者支援制度は、鑑賞者を介して実演芸術団体の支援に重点を置

く TDF のモデルと、鑑賞者開発に重点がおかれているヨーロッパのモデル、そして、居住

地や所得といった格差に対応することに重点を置く福島県や韓国のモデルが一体となるこ

とで、オーケストラ、鑑賞者の双方にとってメリットのある、理想的なモデルになると考え

る。また今後、少子高齢化の進行から、財源の確保が難しくなると言われている国や自治体

にとってもメリットがあるといえる。 

また、マデン（2012）は、鑑賞者支援制度のメリットとして、支援の対象が実際に体験さ

れる芸術に向かうこと、より多くの趣味につながること、支援の決定がより民主的であるこ

と、支出喚起効果が見込まれることを挙げている。その上で、供給者への支援は芸術供給を

促すためには必要であることから、供給者に対する支援と、鑑賞者に対する支援を用いるこ

とでバランスをとった文化政策が可能となると述べている。このように、支援の目的に対し、

供給者支援制度と鑑賞者支援制度の長所を生かした制度を用いることによって、オーケス

トラと鑑賞者それぞれにメリットの高い政策を実現することが可能となるであろう。 
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第 9 章 結論 これからのオーケストラと公的支援のあり方 

 本研究では、日本のオーケストラの組織的特徴やその活動の現状を踏まえるとともに、現

在の公的支援の問題点を指摘した上で、望ましい支援のあり方として、バウチャーや還付金

といった鑑賞者支援制度の有効性を明らかにした。以下では、本研究の内容を振り返ったの

ちに、そうした新しい公的支援の仕組みのもとで、自立した日本のオーケストラがどのよう

なものとなり得るのかについて展望したい。また、そうした姿を実現するために乗り越える

べき政策的課題、およびそれに関連して残された研究課題について指摘しておきたい。 

 

9.1 日本のオーケストラの現状を踏まえた公的支援制度のあり方 

 本研究では、現状では国や自治体による支援に大きく依存する傾向の強い日本のプロフ

ェッショナル・オーケストラが、公的支援に依存することなく活動を継続していくことの可

能性について、日本のオーケストラの組織的な特徴、およびそれが置かれている環境や活動

の実態を踏まえて検討し、バウチャー制度も活用した公的支援のあり方が望ましいことを

明らかにした。 

 最初に、日本のオーケストラの多くが公的支援を得やすくするために非営利団体である

こと、さらには公益法人格を有していることが望ましいと考えている一方で、国や自治体の

制度の中にはその根拠を見いだすことができず、またクラシック音楽に関わる諸団体の中

には営利団体も多く含まれていることから、オーケストラが非営利団体でなければならな

い理由は必ずしもないということを明らかにした（第 2 章）。 

オーケストラが公的支援を必要とする理由のひとつとして、オーケストラは恒常的に赤

字であるという点を挙げることができる。これまでの研究においても、年間の総収入と総支

出から見て、多くのオーケストラが赤字であることが指摘されており、それは日本のオーケ

ストラが公開するデータからも確認することができる。しかし、本研究ではオーケストラの

公演には収支構造の異なる自主公演と依頼公演がある点に注目し、それぞれの収支構造の

違いを示すことで、オーケストラは自主公演において赤字になりやすく、依頼公演では原則

として利益を得られることを確認した。そして、オーケストラは自らの技術力や団体として

の方針を示すために、赤字になりやすい自主公演を行わなくてはならないが、依頼公演で利

益を確保しつつ自主公演を行うことができる可能性についても示した（第 3 章）。 

 にもかかわらず、日本のオーケストラが赤字に陥っている背景には、日本のオーケストラ

の組織における特徴がある。ボウモル&ボウエンは、「舞台芸術は『わかっているのにあえ

て儲け損なうビジネスに』従事しているのである」とウィリアム・シューマンの言葉を引用

して指摘したが（ボウモル&ボウエン 1966：185）、なぜ、そのような行動がとられるのか

については、明確に示されていない。オーケストラについて、先行研究では経営部門にのみ

焦点が当てられて検討されてきたが、演奏家を主体とする組織であることから、演奏部門に

も目を向け、なぜ演奏家は儲け損なうことをいとわないのか概観した。その上で、日本のオ

ーケストラにおいては、演奏家が経営に対して強い影響力を持つことがその理由のひとつ

として考えられるのではないかということを示した（第 4 章）。 

 日本のオーケストラが公的支援を得ない限り恒常的な赤字となる要因は、必ずしも経営

に対する演奏家の影響力が大きいという内部の事情だけではない。オーケストラが公演を

行う上で不可欠な、指揮者やソリストを派遣する音楽事務所への支払いや、レンタル楽譜を
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使用する場合のレンタル楽譜の使用料が経済的負担になることもある。しかし、見方を変え

れば、これは同じクラシック音楽事業において、一定の利益を上げることができることを示

している。そのため、個別の企業あるいはその分野の事業を存続させるために、同業種が一

体となって利益を確保する手段は、オーケストラが経済的に自立していく上で必要な取り

組みであると推察された（第 5 章）。 

 オーケストラの経営に影響を及ぼしているもののひとつとして、主要な収入源である依

頼公演が、近年、共催公演へと変更されていることがあげられる。公立の文化施設の多くに

指定管理者制度が導入されたことに伴い、指定管理者制度を導入した文化施設においては、

事業予算が削減されたことや、集客率といった評価を指定管理者に課すといったことが行

われるようになった。その結果、オーケストラへの依頼公演は、自主公演に類似した共催公

演へと変化した。そのことによって、指定管理者は経済的負担を減らすことができる一方、

オーケストラの費用負担は増加している（第 6 章）。 

以上のような日本のオーケストラの現状を踏まえ、オーケストラに対する公的支援はど

のような形態で行われることが望ましいかを検討した。これまでに、日本オーケストラ連盟

正会員団体を主な対象とし、助成金を交付する形で行われてきた国や自治体による支援制

度においては、様々な制度上の課題や運用上の課題が指摘されてきた。そこで、本研究にお

いては、日本オーケストラ連盟準会員 1 団体と同連盟に非加盟の 2 団体に対して支援を実

施している静岡県の制度の変遷を事例に、どのような公的支援のあり方がオーケストラに

とっても、また鑑賞者や今後鑑賞者になり得る住民にとっても望ましいものであるかを考

察した。その結果、静岡県の事例からは、赤字の一部を補填する補助金よりも、オーケスト

ラにとって依頼公演として利益を上げることのできる、委託事業によって支援をすること

が望ましいことが示唆された（第 7 章）。 

 オーケストラに助成金を交付する形で行われてきたこれまでの公的支援制度は、より多

くの人々が芸術文化に接することを支援するという目的を持って実施されてきたが、助成

金を受けるオーケストラが固定化される傾向にあることによって、支援の恩恵を受けるこ

とのできる人々もまた固定化される傾向にあるといった課題を抱えている。そこで、これま

でにあまり顧みられることのなかった、芸術を鑑賞する人々を直接支援することができる

バウチャーや還付金といった鑑賞者支援制度に着目し、海外における様々な事例を中心に、

その有効性について考察した。その結果、鑑賞者支援制度は、芸術に触れる機会の少ない若

い人々や低所得者層の人々をはじめ、鑑賞者や今後鑑賞者になり得るすべての人々を広く

支援することができるようになり、間接的に、これまで公的支援を受ける機会に恵まれなか

った小規模の芸術団体や実験的な取り組みを行う芸術団体への支援にもつながることが明

らかとなった（第 8 章）。 

 

9.2 経済的自立を成し遂げたオーケストラの姿 

 以上のように、本研究では、オーケストラへの支援として、バウチャー制度の活用も含め

た公的支援のあり方が望ましいことを明らかにしたが、この方法は、単に支援のあり方が異

なるというだけでなく、オーケストラの姿を根本的に変更する可能性があるという点につ

いても指摘しておきたい。 

オーケストラが公的支援に頼ることなく、経済的に自立をして活動を継続していくため
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には、まず、演奏の質を維持しつつ、公演数を増やすことができる範囲において、利益を得

られる依頼公演を増加させることが望ましい。しかし、依頼公演によって得られる利益が、

自主公演の赤字を補填するためのものであっては抜本的な解決に至らない。既に稼働日数

が多く、依頼公演の増加が困難な団体であれば、赤字が発生しやすい自主公演の一部を削減

するという方法も考えられる。2017 年度の日本オーケストラ連盟全会員団体による自主公

演比率は約 36.5％であることから、いくつかの自主公演を削減し、そこに依頼公演に充て

ることも可能である。恒常的な赤字を解消するためには自主公演比率を低く抑えていくこ

とも楽団の経営においては重要となる。 

次に、恒常的な赤字を解消していくために、自主公演において利益を得ることができる金

額となるよう、チケットの価格を上昇させることが不可欠である。チケットの価格を上昇さ

せることについて、トフラーは、アメリカのオペラやオーケストラにおいて赤字が続き、ま

た今まで以上に制作費用がかかっているにもかかわらず、それに伴って値上げをした団体

はわずかであったことを指摘している（トフラー1964：182-183）。また、ボウモル&ボウエ

ンは、メトロポリタン・オペラを例に、「超過需要があるとしても価格の上昇に抵抗しなが

ら運営を続けている」と、舞台芸術団体が高級レストランのように一定以上の所得がある

人々のみを受け入れることは道徳的に難しいと指摘している（ボウモル&ボウエン 1966：

224）。このように、舞台芸術団体は実際にかかっている費用に対して十分に収入を確保し

てこなかったが、潮は、自治体支援比率の高いオーケストラ・アンサンブル金沢であっても、

安定的な演奏で稼ぐ力の確保と民間支援の増強が課題であると指摘している。さらに、オー

ケストラ業界全体についても、バランスの良い安定した収入源の確保が不可欠であり、演奏

収入を増やすには単価を上げるか客数を増やす必要があると述べている（潮 2014：201、

210）。このようなチケットの値上げについて、演奏家の意見が聞かれることはほとんどな

いが、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団においては、楽員から自主公演のチケット

の価格の値上げを検討するよう声があがった。しかし、同楽団の事務局はチケットが売れな

くなるのではないかといった不安から、値上げに対して慎重になっており、実現するかは不

透明であるという証言が聞かれた1。 

このようにチケットの価格を上昇させることについて、チケットを販売しなくてはなら

ないオーケストラの経営部門は消極的であるが、音楽事務所や楽譜出版社といった営利目

的の事業を行う企業のように、業界が一丸となって取り組むことによって、その業界全体の

利益を守ることができることも示唆された。 

チケットの価格を上昇させることが実現できれば、赤字になりやすい自主公演の収支を

改善することが可能となる。また、前に述べた、依頼公演を増加させることや、自主公演を

減少させる必要はなくなり、オーケストラは芸術団体として、一層各団体の個性を発揮でき

るようになるであろう。 

しかし、チケットの価格を上昇させるだけでは、高額になったチケットを買うことができ

なくなる人々があらわれる。また、既に現在の価格を高額だと感じ、敬遠していた人々をさ

らに芸術鑑賞から遠ざけることになる。そこで、チケットの価格が上昇することによって鑑

 
1 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団楽団長志田明子氏へのインタビューによる（2020 年 12 月 5

日）。 
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賞することが難しくなる人々に対して、バウチャーや還付金といった鑑賞者支援制度によ

って支援を行うと、これまで通りの価格で鑑賞することが維持される。 

鑑賞者支援制度を実施することによって、支援の対象となる人が増加すれば、国や自治体

が拠出する支援額がこれまでの供給者支援制度と変わらない、あるいは増加するといった

指摘も考えられる。しかし、これまでの支援はオーケストラが拠点を置く自治体が主に財源

を確保していたことに対し、鑑賞者支援制度では、福島県の 2 つの村によって実施された

事例でみたように、複数の自治体によってそれぞれの自治体の住民が芸術を鑑賞すること

を支援し、広域の複数の自治体によってオーケストラを間接的に支援することになる。 

このような鑑賞者支援制度の導入によって、これまでのオーケストラに対して行われて

いた支援を廃止すればよいということではない。第 7 章でみたように、オーケストラにと

って依頼公演となる自治体の委託事業によって、通常のコンサートには入場が制限される

ことの多い未就学児をはじめ、地域の住民へ鑑賞機会を設けていくことも国や自治体の役

割として求められている2。また、新しい団体の創業支援や、新作の委嘱と初演、通常の日

数以上にリハーサルを擁する難曲、通常よりもはるかに規模の大きな作品に挑むといった

特別な場合には、これまでのような支援を行うことも必要である。 

 

9.3 乗り越えるべき課題 

オーケストラが自主公演を中心に利益を獲得できるようになり、公的支援に頼ることが

なくなり、支援を必要とする鑑賞者となりうる人々に対して直接的に鑑賞者支援制度を実

施するといった環境を実現するためには、乗り越えるべき課題もある。 

まず、既に助成金を受け取っているオーケストラからの反発である。鑑賞者支援制度によ

って支援が分散すること、安定的な支援を失うことといった不安による反発が考えられる。

しかし、反発する可能性のある団体は、日本あるいは拠点とする地域の代表的なオーケスト

ラであることを標榜しており、認知度も高いことから、鑑賞者支援制度を利用する顧客を多

く有していることが考えられる。また、正会員団体の多くは、国の支援制度に分類される「文

化芸術振興費補助金（舞台芸術創造活動活性化事業）」によって、集客数が多ければより多

くの助成金を得ることのできるという支援制度を利用していることから、鑑賞者支援制度

への理解は得られるであろう。 

次に、チケットの価格を上昇させる際に、どの団体が先陣を切ってチケットの価格を上昇

させるのかということがオーケストラ業界の課題となると考えられる。しかし、楽譜出版社

や音楽事務所の事例から、オーケストラ業界も最終的には一丸となってチケットの価格上

昇に取り組むということが重要となる。鑑賞者に目を向けると、値上げに伴って顧客が離れ

るといったことも考えられる。しかし、鑑賞者の理解を得るために、1 回の公演にどのよう

な費用がかかり、どのような収支構造になっているのか明らかにすることができれば、鑑賞

者はその価格が不当に高いものではないと理解を示すであろう。仮に指揮者の出演料が高

いと鑑賞者から判断されれば、高額な報酬を必要としない若手の起用といったことにもつ

ながる可能性があるであろう。 

オーケストラがチケットの価格を上昇させる際の行政側における課題として、鑑賞者や

 
2 文化芸術基本法による。 
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オーケストラへの支援を継続して実施するという前提においては、オーケストラが価格を

上昇させるよりも前に鑑賞者支援制度の導入を開始するか、チケット価格の上昇と同じ時

期に支援策の変更が必要となることが挙げられる。 

鑑賞者支援制度の導入によって、チケットが売れるプログラムに偏るといった、商業主義

的な方針に転換するオーケストラも現れる可能性がある。しかし、十分な収入が得られるよ

うになることができれば、間接的な支援は不要であるとして鑑賞者支援制度の対象から除

外される可能性もある。また、演奏家の気質から自らの団体がそのような状況になることを

容易に認めるとは考えにくく、また、繰り返し「名曲コンサート」のようなプログラムばか

りを好んで聴き続けるクラシック音楽の鑑賞者は決して多くはないと推察される。 

最後に、鑑賞者支援制度を成立させるためには政治的な困難も挙げられる。1968 年に芸

術分野へのバウチャー制度を導入したイギリスでは、バウチャー制度に対して芸術団体か

らの支持を得られていたにも関わらず、支援する側の組織であるアーツカウンシルの委員

が、支援先を市民に委ねることを好ましく思わず、自らが支援先を決定したいと考えたため、

制度自体が廃止されたという事例がある（ウェスト 1986）。これと同様のことは、現在の供

給者支援制度に携わる委員らでも起こり得ることであろう。鑑賞者支援の導入そのものに

反対する意見が出ることや、鑑賞者支援制度を導入したとしても、バウチャーを利用するこ

とのできる団体を選定する段階においても、委員による介入の可能性がある。また、助成金

の分配に関わる委員だけではなく、自治体の議員による反対によって、鑑賞者支援制度の導

入そのものに理解が得られるか難しいという指摘もある3。 

これらの課題は推察に留まる。日本における鑑賞者支援制度は、福島県の 2 つの村にお

ける事例が存在しただけであり、課題があらわれることもなく、市町村合併の影響等によっ

て制度が廃止された。運用上の課題を明らかにするためにも、より広域での実施が期待され

る。そして、2020 年の新型コロナウィルス感染症によって大きな打撃を受け、大きな危機

感を抱いているオーケストラは、非常時にも対応し得るために必要な蓄えを持つことがで

きる組織へと変革していくことが求められるであろう。 

 

9.4 残された論点 

本研究では、日本のオーケストラの実態を踏まえつつ、現在の公的支援制度の問題点を明

らかにし、オーケストラの自立を促す支援制度のあり方として、従来の支援に加え、バウチ

ャーや還付金といった鑑賞者に直接支援する仕組みを構築することが望ましいことを明ら

かにした。しかし、先行研究ではオーケストラの実態が十分に捉えられていなかったことか

ら、その確認に多くを費やした。そのため、オーケストラに関する公的支援のあり方を検討

する上で必要と考えられる、公的支援の根拠に関する議論と、評価制度の確立に関する議論

の 2 点が今後の論点として残されている。 

日本では芸術や文化に公金を投入する上で、根拠を求める傾向がある。そこで示される根

 
3 静岡県内の基礎自治体において文化政策に関する部署に勤務する職員へのインタビューによれば、「自治

体が鑑賞者支援制度を設けようとしても、自分の自治体に還元されることしか考えられない議員が多い

中で、他の自治体で行われるイベントに利用できるような施策を認めるか疑問がある」との意見があっ

た。ただし、これは供給者支援制度においても同様である。例えば、仙台市による仙台フィルハーモニ

ー管弦楽団への支援は、仙台市民でなくとも、同楽団の演奏会を鑑賞する全ての人が支援の恩恵を受け

られることから、全く理解が得られないものとも言い難い。 
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拠は、ボウモル&ボウエン（1966）が示したものや、そこから派生した理論が中心となって

いる。納税者が納付した税金を原資とする公金を投入する以上、国や自治体の取り組みにお

いて根拠の提示が求められることが、近年多くなっている。しかし、芸術や文化といった人

間の営みに対して支援をすることに根拠が求められることが多く見られる一方、例えば、動

物園や植物園の運営に公金が投入されることについて、根拠が求められた事例はほとんど

見当たらない。 

ボウモル&ボウエンが示した、芸術団体の活動や存在そのものが社会のメリットとなると

する根拠は、一部では理解が得られ、重要な根拠となり得るであろう。しかし、中川は行政

側の視点から、文化行政や公共文化事業の現場では、ボウモル&ボウエンによる根拠は、担

当者の哲学と資質を問うだけのことになる。住民や芸術家と直接対面する自治体文化行政

の現場では不十分であると指摘している（中川 2000：34）。また、芸術分野から見ても、芸

術作品そのものによる本質的な根拠を提示することも必要である。そのことによって、動物

や植物を保護することに対して市民が根拠を求めないことと同様に、芸術や文化に対して

も、あえて根拠を示すことがなくても理解を得られる環境が構築されるであろう。 

評価制度については、政策評価や行政評価といったものがあるが、芸術や文化に関する評

価制度については議論が十分に進んでいない。その要因として、芸術活動やその活動によっ

て生まれた作品等を定量評価することは困難であるという考え方が挙げられる。芸術活動

に関する評価制度は、第 6 章で触れたように、指定管理者制度において、来場者数や収支に

よって評価されることが多い。これらが評価指標として用いられる理由は、芸術活動におい

て定量評価をすることに適したものが他に見当たらないからである。 

このような指標だけが評価の基準となることから、オーケストラが客席数の多い会場に

おいて演奏会を開催することは評価の上で不利になることがある。しかし、オーケストラは

会場の客席数で演奏会場を決めるのではなく、使用料金や演奏に必要な舞台の広さ、必要な

設備を備えていること、演奏会場の職員の対応の良さ、交通の利便性、演奏会場そのものが

持つステータスといった様々な点から判断される。また少しでも収入を得ようとするので

あれば、客席数が足りなくなるよりは余裕がある方が良いという考えもある。地方において

は、演奏会場の選択肢が少なく、やむを得ず客席数の多い演奏会場で演奏しているというこ

とも考えられる。 

公立の文化施設は、地域の人口を勘案して、国の指導のもと客席数を決められることがあ

るというが4、建設当時と比べて人口が減少している場合も考えられる。また、公立文化施

設の大半は、オーケストラが演奏することだけを前提として建設されたのではなく、商業的

なイベント、学校による利用、自治体による式典といった行事にも対応できることが考慮さ

れている。そのため、オーケストラの評価を文化施設の客席数に対する入場者数で測ること

は必ずしも適切ではない。また、定性評価では評価者の価値観によって評価が行われること

や、対象となる芸術に関する知識を十分に有していない評価者もみられるといった問題も

あることから、定性評価と定量評価のいずれによっても、芸術を評価することが困難となっ

ている。 

 
4 静岡県旧大井川町長池谷薫氏へのインタビューによる（2019 年、大井川町は 2008 年に焼津市に編入し

た）。 
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これら 2 点は、これまでの供給者支援制度においても、また鑑賞者支援制度においても、

政策を立案していく上で重要な要素となることから、今後に残された課題として研究を継

続していきたい。 
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おわりに 

 本研究の動機の根底には、純粋な気持ちで芸術活動に取り組む芸術家や芸術団体から、芸

術に介入しようとする行政や助成金の配分にかかわる組織を遠ざけたいという思いがある。

芸術家や芸術団体の多くは自らの芸術活動に対して他者の介入を望んでいない。芸術家の

中には、芸術に介入しようとする人々のことを、何らかの理由によって芸術家として活動で

きないことの代わりに、その人々が持つ力を利用して介入しようとしているのではないか

と見ている者もいる。 

 芸術鑑賞のうち、美術鑑賞については、画家や彫刻家が創造した作品を鑑賞者が鑑賞する

という 2 者の間で成立する。音楽鑑賞については、作曲家が創造した音楽（楽譜）を読み、

頭の中で音を鳴らすことができれば、美術と同様に 2 者の間で成立する。ただし、この 2 者

の間で成立させるためには、例えば音色に限ってみても、クラリネットのシャルモー音域と

クラリーノ音域の違いや、弦楽器の演奏法のひとつである sul ponticello（スル・ポンティ

チェロ）といった、オーケストラの各楽器が持つ様々な音色、それらを組み合わせた音色を

知らなくては、どのような音が鳴り響くのかを想像することは難しい。それは楽譜を鑑賞す

る人々だけでなく、作曲家も同じである。このようなことから、音楽鑑賞においても、また

作曲家による創作活動においても、演奏家の存在は不可欠である。この演奏家について、日

本では musician, player, artist といった認識が一般的であるが、ヨーロッパでは

interpreter という認識がある。この interpreter という認識から、演奏家や演奏団体は、作

曲家と鑑賞者をつなぐ役割を担っていることがわかる。 

 芸術や文化と地域の住民をつなぐ役割、また芸術や文化と行政をつなぐ役割として、中間

支援組織と呼ばれるものがある。日本において、その先駆けとなったものに、市民サービス

の向上や文化振興を目的のひとつとして、1960 年代から 1980 年代にかけて全国に設置さ

れた、「○○市振興公社」といった自治体の外郭団体が挙げられる。日本のプロフェッショ

ナル・オーケストラが各地で設置され、団体数が増加したのもこの時期である。続いて、

1980 年代から 1990 年代にかけては、文化を冠した「○○県文化財団」といった外郭団体

の設置が多くみられるようになった。これら自治体の外郭団体は、芸術家・芸術団体と住民

とをつなぎ、芸術活動や住民の文化活動を支援し、文化施設の管理・運営等を行ってきた。

その後、1990 年代に入り文化政策研究が盛んになると、2001 年に文化芸術振興基本法が制

定され、法律に基づいて芸術や文化が支援・推進されるようになる。そして、2010 年代に

入ると、支援する側の行政と支援を受ける側の芸術団体との間に立ち、「アームズレングス

の原則」によって行政による芸術への介入を防ぐ機能を持つ中間支援組織である「アーツカ

ウンシル（芸術評議会）」の設置が進められるようになった。 

このアーツカウンシルは、行政と芸術団体との間において中立が守られる組織である。し

かし、日本においては、アームズレングスの原則について「国家は資金を提供するが、その

使い方や芸術の内容については、専門家に任せ、一定距離をおくという考え方のこと」と、

アームズレングスの原則とは行政とアーツカウンシルの間に保たれるものであり、アーツ

カウンシルは、芸術への介入が認められる組織であるかのように主張する研究者や研究団

体も見られる。また、自治体の外郭団体である文化財団をアーツカウンシル化すべきである

として、本来は芸術団体と行政の間にあるアーツカウンシルの立ち位置を、芸術団体と住民

との間にも置こうという主張も見られる。さらに、イギリスでは、多額の管理費がかかり、
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支援すべき芸術への支援が十分に行われていないと指摘されたアーツカウンシルの管理費

が大幅に削減されたが、日本ではこのような問題点には触れられることはなく、設置が推進

されている。そもそも「専門家」についても、「助成金の配分を決める専門家」という説明

に留まり、何の専門家なのかということについて、明確に示されていない。 

このように、時代が進むにつれて、芸術と鑑賞者との間に介在する組織が増加しているこ

とにより、芸術と鑑賞者との距離は次第に遠ざかってしまったのではないか。また、文化政

策研究が進むにつれ、芸術団体等への支援に関する根拠が様々に検討されるようになった

ことによって、人々の営みがあってはじめて生まれる芸術や文化を地域振興に利用しよう

といった、芸術そのものの意義が曲解された理論も見られるなど、複雑さを増している。 

果たして芸術とは何のために存在しているのか。 

本研究では、この複雑に絡み合った様々なものを一度解きほぐすことからはじめ、そこに

多くを費やした。そして、芸術の本質や、音楽鑑賞は演奏者と鑑賞者の 2 者の間で成立する

という原点にかえり、この関係を保つための方法を検討した結果、鑑賞者を直接支援するバ

ウチャー制度や還付金制度といった鑑賞者支援制度へとたどり着いた。 

  

本研究によって見えたように、オーケストラは概して弱い立場にある。弱い立場のしわ寄

せを受けるのは個々の演奏家である。彼らは「わかっているのにあえて儲け損なうビジネス」

をする。国や自治体から寄せられる無理難題も「仕方ない」と言って乗り越えるだけの情熱

を持っている。そのような芸術家に社会は甘えているとボウモル&ボウエンは 50 年以上前

に指摘している。その状況は現在も変わっていない。ボウモル&ボウエンが、一部のプロの

仕事はアマチュアにとって代わられるのではないかと危惧したことは、膨大な数のアマチ

ュア団体が存在する日本においては、今後一層深刻な問題となってくるであろう。財源が減

少する自治体においては格好の手段となり、プロにとってはさらに厳しい経営環境となっ

ていく。 

 こうした状況において、プロフェッショナル・オーケストラの側に立って援護すべき存在

は文化政策等の研究者だと考えていた。しかし、多くの研究者の興味は芸術や文化を利用す

ることにあるように見える。そこで期待されるのは、経済学、経営学、文化政策学といった

研究者でもある演奏家の登場であろう。アビングはこのような「研究者型アーティスト」の

登場によって、芸術の経済は最終的に例外ではなくなると主張する。今後、各オーケストラ

に研究者型アーティストが数名在籍することができるようになれば、オーケストラは経済

的に自立を成し遂げることの助けにもなると考える。本研究において残された論点を含め、

研究者型アーティストとして、今後も文化政策研究を継続していく所存である。 

 

本研究にあたって、指導をお引き受けくださった阪本崇先生には、大変お世話になりまし

た。いつも熱心なご指導を賜りましたことに、心より感謝申し上げます。 

また、調査にご協力くださった皆様、様々な情報を提供し、大学院生と演奏家との両立を

応援してくれたオーケストラの仲間たち、そして、修士課程から 6 年間の大学院生生活を

支えてくれた家族にも感謝申し上げます。ありがとうございます。 （2020 年 12 月 23 日）

 

 


