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REGULATION

今日のZOOM説明会の基本ルール
▸ 普段は音声はミュートにしておいてください（発言の際に
オンにしてください）状況的に可能な人はビデオはオンに
しておいてもらえると話しやすいです。 

▸ チャット欄に、随時テキストで質問や感想など書いてくだ
さい。ホストが適宜拾います。 

▸ 質疑応答の時間も作りますが、説明会途中でもわからない
ことがあれば遠慮なく質問してください！



山口 哲一 / Norikazu Yamaguchi
音楽プロデューサー / エンターテック・エバンジェリスト

StudioENTRE(株) 代表取締役 / (株)バグ・コーポレーション代表取締役
「CiP協議会」フェロー / 経済産業省「ブロックチェーン技術を活用検討会」委員/

大阪音楽大学「ミュージックビジネス専攻」特任教授 / iU超客員教授

国際基督教大(ICU)高校卒。早稲田大学 在学中から音楽のプロデュースに関わり、中退。1989年、
株式会社バグ・コーポレーションを設立。「SION」「村上"ポンタ"秀一」「佐山雅弘」「村田陽
一」「こだまさおり」など実力派アーティストのマネージメントを行う。「東京エスムジカ」「ピ
ストルバルブ」「SweetVacation」などの個性的なアーティストをプロデュースし、メジャーデ
ビューさせた。
時代の変化に鋭敏に対応、音楽ビジネスとITに関する実践的活動行い、2010年頃から著作活動を
始める。ビジネスを知悉した経験を活かしエンターテイメントとテクノロジーの関係について提言
を続けている。『新時代ミュージックビジネス最終講義』ほか著書多数。メディアアート作品のク
リエティブディレクターとして「SHOSA/所作 ～a rebirth of human body ～」で、Asia Digital Art 
Award 2017のインタラクティブ部門で優秀賞を受賞した。
　デジタル時代に対応した人材育成にも積極的に取り組んでいる。2013年からプロ作曲家育成セ
ミナー「山口ゼミ」は、卒業生によるクリエイター集団「Co-Writing Farm」が生まれ、数々の楽
曲を世に送り出している。安室奈美恵『In Two』NexToneAward2019でGold賞受賞など、共創(Co-
Write)の活用で目覚ましい成果を上げている。
　2014年からは新時代の音楽ビジネスを担う人材のために「ニューミドルマン養成講座」を行
い、現在も「ニューミドルマンコミュニティ」として活動が続いている。エンターテインメントを
による起業家支援のための「START ME UP AWARDS」を実行委員長となって立ち上げた。
　2020年8月エンターテック分野の起業家育成と新事業創出を行うStudioENTREを設立し、代表　　　
取締役に就任。mixエンタメファンドへのソーシングも行うと発表、注目を集めた。

個人メディアフォローしてね！



TUT0R

室屋優美（むろや・ゆみ）/ 山口ゼミID：380

作曲家、作詞家、1992年5月16日生まれ。神奈川県出身。 

4歳から地元の音楽教室でピアノを習い始める。音楽科の高校に進学し、クラシックピアノを専攻。
実技と共に、楽典やソルフェージュ等を学ぶ。大学進学後はクラシックから離れ、趣味としてジャ
ズを学び、バンドのキーボード、デュオのピアノ伴奏などの活動を行う。大学卒業後は4年間小学校
教諭として勤務。日々充実しながらも、音楽活動の時間がなかなかとれないことに悩み始める。そ
んな時、CWFが主催したクリエイターズキャンプ真鶴の存在を知り、作曲の経験がほとんどないま
ま参加。コーライトでの作曲の楽しさを知り、もっと作曲を勉強するべく、山口ゼミ22期参加。
Extended講座を経て、Co-Writing Farmに入会。現在は作曲に専念するため小学校教諭を退職し、
日々制作に明け暮れている。

▸ 「Polaris」OH MY GIRL 作詞・作曲（共作） 

▸ 「ワキ アイ×2」west2 作詞・作曲（共作） 

▸ 「桜の咲く音がした」＝LOVE作曲（共作）

<WORKS>



「山口ゼミ」とは???



MESSAGE

▸ プロ作曲家育成の山口ゼミを始めたのは2013年の１月。開講の動機は「メジャー
デビュー」を代替するプロ作曲家の育成方法の確立。既に500人超が受講。 

▸ 卒業生によるクリエイターチーム「Co-Writing Farm」は、日本のコーライティング
ムーブメントの本家。安室奈美恵＆アニメワンピース主題歌『Hope』やDa-iCE

「Citrus」等たくさんのメジャーアーティストに楽曲提供。140名超のCWFを中心
に、作曲家の大きなネットワークを形成。外国人作曲家とも交流。コーライティン
グは人脈作りにも有益な制作手法。 

▸ デジタル化の発展とAI（人工知能）の時代に人間の果たすべき役割は創造性。人に
しかできないことは何なのか？音楽を創りたいというパッションが今こそ重要。 

▸ 「山口ゼミ」は、音楽が好きで、真剣に関わっていきたいとも思っている人にも有
益な講座であることは、これまでの実績で証明。「音楽で生きていく」ために必要
な要素を手に入れる場＝「プロ作曲家養成講座～山口ゼミ～」

‣ 「音楽で生きていきたい人のために」～山口ゼミsince2013～2021に向けて～

https://tcpl.jp/openschool/yamaguchi.html

https://tcpl.jp/openschool/yamaguchi.html


WHAT’S YAMASEMI?

プロ作曲家育成「山口ゼミ」とは？
▸ 2013 年 1 月に開講したプロ作曲家を育成する「山口ゼミ」。 長年のアーティストマネージメン
トの経験を礎に、音楽プロデューサー山口哲一が「業界標準・完全プロ仕様」というテーマで始
めた、少数精鋭のセミナーです。  

▸ COVID-19による自粛要請を踏まえて、完全オンライン講座にしました。もともと、山口ゼミ
AudioStockと共同開発したコミュニケーションツール「Co-Writing Studio」を活用してオンラ
インも積極的に取り入れていましたが、同時に、ゲスト講師との懇親会や他期受講生との交流な
ども重視してました。今回はオンラインでの懇親会なども積極的に行います。講座全体を通じて 

▸ 　 音楽業界でプロとしてやっていくために何が必要なのか?  

▸  コンペはとういう成り立ちで、どうすれば勝てるようになるのか?  

▸   一流のサウンドプロデューサーはどういう考え方をしているのか?  

▸ を、肌で感じることができるセミナーです。のべの受講生は500人超。これまで、たくさんのプ
ロ作曲家を輩出しています。



CHARACTERS

山口ゼミの４つの特徴

他に類を見ない

マネージャー（事務所社長）とヒット・ディレクターのノウハウ＋現役一流プロデューサー達の
協力による最強の新人クリエイター育成システム



伊藤涼（いとう・りょう）
▸ 音楽プロデューサー、コーライトソングライター。 

2001年バークリー音楽大学を卒業。帰国後ジャニーズ・エンタテイメ
ントに入社。近藤真彦、少年隊やKinKi Kidsのディレクターを経て、
2004年メジャーデビューしたNEWSのプロデューサーになり、レーベ
ルA&Rとして数々のヒット曲をプロデュース。代表作「青春アミー
ゴ」は、2005年のオリコン年間一位のダブルミリオンとなる。退社後
フリーランスの音楽プロデューサーとして活動。 

▸ ソングライターとして、乃木坂46「走れ！Bicycle」AKB48「ここにい
たこと」安室奈美恵「Hope」などの作品がある。 

▸ 海外作家と日本人作家のコーライティングを広めた経験を敷衍し、日
本におけるコーライティングムーブメントの仕掛け人となった。日本
のマックス・マーティンとも称される 

▸ 著書に『作詞力 ウケル・イケテル・カシカケル』(リットーミュージッ
ク)、山口哲一との共著に『最先端の作曲法 コーライティングの教科
書』(リットーミュージック)『とびきり愛される女性になる～恋愛ソ
ングから学ぶ魔法のフレーズ』（ローソンHMV）がある。 
山口ゼミ副塾長。リリックラボ主宰。

PROFILE



FOR LYRICIST

▸ 最近、作詞家、作詞家志望者が山口ゼミを受講してコーライティングを身に付けて、自分の
活動の枠を広げようというケースが増えてきました。作詞コンペに参加しても倍率が高いだけ
でなく、消耗ばかり激しくてクリエイティビティの向上も難しいというのが山口の認識で
す。副塾長の伊藤涼はコーライティングの先導者であると同時に、作詞家育成の実績も持っ
ています。 

▸ 1）作詞コンペは出して採用されなければそこで終わるので作曲コンペよりも消耗が激しい 

▸ 2）コーライティングに参加して、楽曲の「核（コンセプト）」を決めることで、作詞家的な
センスが有益 

▸ 3）コーライティングを通じてクリエイターとしてのスキルが向上できる 

▸ 4）音楽家や業界関係者のネットワークが広がり作詞家としてのチャンスも増える 

▸ 作詞家としてのセンスを核に、コーライト・ソングライターにを目指す方も山口ゼミは歓迎
します。DAW初心者も歓迎ですので、詳細は説明会などでご相談下さい。



FOR MUSICIANS

▸ 山口ゼミが震源地で日本でもコーライティングが広まってきています。山口ゼミを活用すること
で、インディペンデントにアーティスト活動をしている方にも、作曲家としての活動のチャンス
が提供できると考えています。得意分野を活かすことで、エッジ感のある採用可能性が高い創作
に貢献することができます。 

▸ 1）プロ作曲家と一緒に作業する創作プロセスで音楽家として成長する経験ができる。スキルが
上がる 

▸ 2）コーライティング活動で、プロも含めた作曲家達のネットワークが広がっていく 

▸ 3）コンペのキープなどを通じて、音楽業界関係者とコンタクトができる（アーティストとしての
キャリアアップのチャンスがある） 

▸ 4）メジャーシーンでリリース作品があると、アーティストとしてのブランドが上がる 

▸ プロの作曲家とのコーライティングで「複業作曲家」の可能性が広がります。山口ゼミの参加を
通じて「複業作曲家」を目指しませんか？



DAY1：10月6日（水）19:30～20:00 オリエンテーション＋自己紹介 山口哲一 

　　　　　　　　　　   20:00～21:30 コンペに勝つデモテープの作り方 伊藤涼＋山口哲一 

DAY2：10月27日（水）19:30～21:00 疑似コンペ公開添削１ 伊藤涼＋山口哲一                             　　           

DAY3：11月10日（水）19:30～21:00 ヒットプロデューサー列伝 浅田祐介＋山口哲一 

                                             21:00～22:00 浅田祐介＋CWFメンバーZOOM懇親会（自由参加） 

　DAY4：11月17日（水）19:30～21:00 疑似コンペ公開添削２ 伊藤涼＋山口哲一 

　DAY5：11月27日（土）14:15～15:45 プロ作曲家の常識と業界慣習 

   (※教室での聴講も調整中）         16:00～17:30 ヒットプロデューサー列伝＋懇親会 丸谷マナブ＋山口哲一                                           

　DAY6：12月8日（水）19:30～21:00 疑似コンペ公開添削３ 伊藤涼＋山口哲一 

　                                           21:00～22:00 伊藤涼＋CWFメンバー ZOOM懇親会 （自由参加） 

　DAY7：12月15日（水）19:30～21:00 プロ作曲家の心得 山口哲一 

　                                             21:00～22:00 講座の振り返り、extended講座説明

山口ゼミ秋期(第34期)カリキュラム マスタースケジュールはこちら。 

https://tcpl.jp/calendar/



WHAT’S CWS

CO-WRITING STUDIOとは？
▸ AudioStock社と共同開発した作曲家に特化したコミュニケションツール。iphone用ア
プリもあります。講座の予復習や情報共有に日常的に使いますので、活用して下さい！

便利だよ！



ONLINE

オンライン活用とネットワーキングについて
Covid-19感染症対策で2020年３月からオンライン講座化しました「山口ゼ
ミ」は、開講当初からオンラインでのサポートを重視して事前共有やフォ
ローアップ用の独自ツールCo-Writing StudioをAudiostockと共同開発
しました。講座日程以外でも、期間中はコミュニケーションツール「Co-
Writing Studio」上で、作品の添削、アドバイスなど、講師陣による個別サ
ポートが受けられます。 
オンライン講座でもスキルアップ効果は落ちないことは確認済みです。安心
して受講して下さい。 
一方で、ネットワーク形成や予期しない出逢い(serendipity)についてはリア
ルの価値が高いことも実感しています。オンライン懇親会なども積極的に行
うと同時に、感染状況を中止しながら、リアルでの懇親の場もつくっていく
予定です。 
講師の皆さんとの交流はもちろんのこと、500人超の山口ゼミ受講経験者、
約150名のCo-Writing Farmメンバーの人脈も積極的に活用して下さい。



EXTENDED

山口ゼミ修了後
▸ 「山口ゼミ」修了後には、extended という上級コースが用意されています。山口ゼミ受
講生だけが参加できる講座で、6 ヶ月間 13 回のコースです。 本講座と同様にグループ
ウェア(Co-Writing Studio) や Facebook などが活用されますの で、密度の濃いコミュニ
ケーションが続いていきます。いわば、山口哲一、伊藤涼に「弟子 入り」して、ネット
ワークの中に入ることができますので、音楽業界で仕事をしていくための、 疑似体験を
することができます。もちろん、山口、伊藤が認めた作品は、実際のコンペにも出品さ
れます。山口ゼミ受講生限定のコンペをいただくケースも出てきていますので、 世の中
に作品を発表するチャンスも広がります。 山口ゼミextendedの講座の中で、コーライ
ティングの実習も行います。 

▸ extended 修了後は、山口伊藤が認めると、Co-Writing Farm の会員になることができま
す。専属契約的な拘束を 受けること無く、作家事務所の機能を代替できる次世代型の作
家エージェントであり、作曲家仲間の親睦団体でもあります。



INFORMATION

「山口ゼミ」生態系



WHAT’S CO-WRITING?

コーライティングとは？
▸ 個々の実力を上げることを目的としている「山口ゼミ」ですが、同時に 

Co-Writing (共作)も 推奨しています。海外では、得意な分野を役割分担
して、数人のチームで作品を創るやり方が一般的です。単なる分業ではな
く、化学反応(magic)を目指すのがコーライトです。「山口ゼミ」を通じ
て共通の価値観を共有した作曲家同士であれば、Co-Writing もスムーズ
です。山口ゼミ開講時からテーマの一つとして日本にコーライティングを
根づかせることを掲げていました。８年経って、ある程度できたと思い
ます。そして明確に言えることは、日本のコーライティングムーブメント
の本家は「山口ゼミ/CWF」です。  

▸ コーライティングの有効性は、Co-Writing Farmのメンバーの活躍が証明
してくれています。



テキスト



MERIT

早期申込みのメリット
▸ 申し込み完了次第、コミュニケーションツールCo-Writing 

Studion34期グループに招待されて、講座に向けての準備がス
ムーズにできます。 

▸ CWSでは、山口、伊藤、チューター室屋に質問するなど、コ
ミュニケーションも始められます。 

▸ 過去の全受講生が参加しているFacebookの山口ゼミ受講生グ
ループへの参加など、「山口ゼミ」関連のコミュニティに参
加できるほか、特典なども受けられます。



質問タイム！
なんでも訊いてね！



REFFER

▸ Musicman-netインタビュー「山口ゼミ、5年の軌跡が生んだもの。 

https://www.musicman.co.jp/interview/20174　 

▸ Facebookページの山口ゼミレポートはこちら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
https://www.facebook.com/yamaguchisemi/　　　　　　　　                                 

▸ 職業作曲家への道～好きなことで生きていくための心構え                                               　　　  

https://note.com/yamabug/m/mabe8bbb9e5a6 

▸ エイベックス松浦さんがCEO退任で語る「コーライティングによるゲームチェンジ」　　
https://note.com/yamabug/n/ne44e91e43d41 

▸ クリエイター・ファーストを目指して～(株)CWF設立                                                     　　　    

https://note.com/yamabug/n/ncfa40c2e605b 

▸ 「山口ゼミ」にはチューターが居ます！～６年経っても続けている理由とか。           　　     

https://note.com/yamabug/n/n97e427ad725b

＜山口による関連Blog＞

＜山口哲一パーソナルメディア＞ 

note.com/yamabug →頻繁に更新 

まぐまぐでのメールマガジン→週一回 

podcast→RADIO TALKから週一回 

（Spotify，AppleMusicなどでも配信) 

▸ ＜Co-Writing Farm メンバーによるBlog＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　
　　https://cowritingfarm.hatenablog.jp/   

https://www.musicman.co.jp/interview/20174
https://www.facebook.com/yamaguchisemi/
https://note.com/yamabug/m/mabe8bbb9e5a6
https://note.com/yamabug/n/ne44e91e43d41
https://note.com/yamabug/n/ncfa40c2e605b
https://note.com/yamabug/n/n97e427ad725b
http://note.com/yamabug
https://cowritingfarm.hatenablog.jp/

