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文化情報資源政策研究会は、2012年4月の立ち上げから1年を迎え、その記念とこれまでの論議をまと

めた中間報告をおこなうため、シンポジウムを開催した。本シンポジウムは、早稲田大学坪内博士記

念演劇博物館との共催によるものである。
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文化情報資源政策研究会

写真は同会幹事3名。左から境真良（国際大学GLOCOM）、柳与志夫（国立国会図書館）、太下義之（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング）。

境氏が、本シンポジウムの全体司会を担当した。本報告に記載の所属等は全て開催日当時のものである。



基調講演

1.演劇資料とはなにか？

　演劇博物館（以下、演博（えんぱく））に

は、世界中のあらゆる演劇に関する資料が集め

られている。民俗芸能、演芸の芸能一般、映画

を中心とする映像一般、演劇環境、文化政策に

関する資料などである。アニメーションも広い

意味では含まれ、演劇博物館にあまりコレクシ

ョンは無いが、スタッフには専門としているも

のもいる。それだけ広い分野を、研究対象とし

て視野に入れている。

要目

1. 演劇資料とはなにか？

2. 演劇の社会的有効性とは？

3. 研究分野としての演劇を取
り巻く状況

4. 演劇資料の利活用の形態と
効果

5. 日本の演劇教育について

6. 「穀物のタネ」を保存する
ように演劇資料を後世へ伝
えていく

7. 演劇資料と著作権

8. 剽窃に対する保険の仕組み

竹本幹夫氏（早稲田大学 坪内博士記念演劇博物館　館長）

演劇資料の特徴と利活用の可能性
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　実際に存在するモノとして、1つ目に「直接資料」がある。直接

資料とは、上映するために必要な道具類を指す。芝居の台本、テ

レビ脚本、絵コンテなどの演出ノート、舞台装置、小道具類など

である。なかには大道具も保存している例がある。役者の衣装、

カツラ、装身具、舞台、劇場までも含む。例えば能研究において

は、舞台、劇場構造自体が演劇資料となる。

　2つ目に「間接資料」がある。これは、その時と場所で演劇がお

こなわれたことを示す資料である。具体的には、チラシ、ポスタ

ー、ぴあ等の上演情報雑誌がある。上演の記録こそが最も基礎的

な研究資料であり、上演記録の調査は演劇史研究のためには必須

のものになる。

　3つ目に「演劇記録」がある。これは上演の生の記録を指す。現

在進行系のものでなく、映像・音源を想定している。映画は作品

自体が演劇記録となる。上演当時のものを後に研究したい場合

は、映像作品がそのまま演劇記録になる。他にも舞台写真、ブロ

マイド、それから絵画は極めて重要である。古典芸能で言えば、

錦絵、能・狂言に関する絵画である。世界の演劇でも、壁画に書

かれた記録が非常に重要な意味を持つ。いろいろなものに書かれ

た演劇の様子、配役、舞台姿を描いた絵画は、東西を問わず重要

記録である。日記・手記などの演劇に関わる人が描いた記録、演

劇の好きな人が描いた日記・手記、観客が書いたもの。これらの

記録は同時代的には研究的な意味が無いが、100年もたてば重要資

料となる。舞台人によって書かれた演劇論も役立つ。舞台・演劇

についての評論、解説の類も演劇資料になる。

　これらをひっくるめて、文学的な視野、歴史的な視野、芸術的

な視野が必要となる。演劇そのものはこの3つが総合された姿を持

っている。ゆえに昔から演劇は総合芸術と言われている。

　建築等の要素も絡まっているので3つだけではないが、研究する

場合には、多くの演劇研究者が備えるべき視野はこの３つにほぼ

限定されている。これらは分割することはできない。文学だけ、

芸術だけを研究すると言うことはできない。戯曲研究だと文学研

究、演劇の沿革を考えるときは歴史研究、演技そのもの・パフォ
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ーマンスを考えるときは芸術学研究になるのだが、 それぞれ

が孤立しているのではなく、相互補完的なのである。

　その他に建築史的な視野がある。劇場研究史が、多くの演

劇研究者の関知しない所で立派な分野として存在している。相

互交流が無く残念な現状である。建築史がご専門の理工学部

の中川武教授に古い帝国劇場の復元模型を復元していただい

たりと、稀に共同研究しているが、学会としては、一方は人文

系、他方は自然科学系学会に所属している。両方に跨って所

属する人があまり多くない。むしろ演劇の現場で研究的な視

点をもった人たちが、特定のテーマをもって集まっている。

木造劇場研究会というのがあって、総合的な視点で研究が行

われているが、参加人数はあまり多くない。

2.演劇資料が、世の中にどのような意味を持つか？

　演劇そのものの社会的有効性とは何であろうか？文学と並

ぶ、教養としての演劇を考えよう。なぜ「文学と並ぶ」とあえ

て言うのか。実は、日本において演劇は文学と並ぶと思われ

ていない。明治以前から演劇に対する偏見があり、なかなか

正当的な芸術・文芸として認めてもらえない。しかし社会

的・国民的評価は高い。芸術賞でも演劇関係が多く、日本文

化のなかで極めて重要な一角を占めているのは明らかだが、 

公には正統的な日本を代表する文化の一つとしては認められて
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いない面がある。

3.研究分野としての演劇を取り巻く状況

　科学研究費の研究分野に関する分野表の細目で、演劇関係は無

い。演劇学の場合は、芸術学中の芸術一般で評価される。日本演

劇の場合でも外国演劇の場合でも、文学系で申請するか芸術学か

で、審査委員の顔ぶれが全く異なることがある。これでも最近よ

くなった方で、以前は美学・美術史と一括されていた。審査員の

専門が異分野だと、申請しても良い点は付かない。演劇学が学問

として発展するには、独自の分野として認められなければいけな

いが、これだけ世の中に大きな存在感を示しながら正当な研究分

野として認められない。例えば劇場を学外に設置すると一般教室

とは異なる特別な許可が必要になる。教室として建築申請した早

稲田大学の小野講堂は中規模の劇場設備を持つ。こけら落としの

時に「劇場ができてうれしい」と挨拶したら新聞に載った。所轄

の役所から電話が来て、劇場というなら許可を取り消すと言われ

た。演劇に対する一種の差別意識が残っているのだろう。日本は

世界的に見ても、きわめて珍しい豊かな演劇の歴史があり、種類

もバラエティに富んでいて、現存する最古級の演劇がまだいくつ

も残っている。能・文楽・歌舞伎はオペラに比較にならないくら

い古い。ドラマや不条理劇などの西洋演劇に影響を受けた多様な

現代演劇もある。しかし必ずしもヨーロッパにおけるオペラや中

国の演劇のようた高い地位は、与えら

れていない。

　教養としての演劇という認識は日本

の文化政策にはない。だから演劇教育

も中途半端で、保護も手厚くない。娯

楽としての社会的有効性があっても商

業的な興行ということになる。演劇は

大きく分けて、パトロンがいる後援す

る演劇、切符を売って興業収入で成立

する演劇、二通りがある。実は、この

中間形態は無い。ある演劇がこの間ま

で商業演劇だったのに、パトロンに支

えられなければやっていけないという

ことが起きる。文楽は、江戸時代まで

商業演劇だったが、昭和になってから国や自治体の支援を受ける

ようになった。能楽の場合は、基本的に役者がレッスンプロとし

て収入を得ながら継続している。薄利多売的なパターンではある

がパトロン演劇に属する。ところが多くの場合、演劇には経営的

な自立が求められる。独り立ちできる演劇は、しかし商業演劇な

のである。そして商業演劇は価値が低く、芸術的なものはお金に

ならないとされるが、歌舞伎のように芸術性もあり商業的興行と
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しても成功しているものがある。演劇でも他の芸術一般やスポー

ツでもこの両面があり、経済的に自立出来る例は稀である。

4.演劇資料の利活用の形態と効果

　演劇の社会的有効性という点では、思想宣伝の手段としての側

面もある。昭和の初め頃にドイツの左翼運動の影響下で成立し、

日本でも流行したアジプロ演劇などは、後のプロレタリア演劇へ

と展開したが、その一つの形である。中国では、政府が手厚い保

護を現代演劇に与えている。日中戦争の当時、抗日宣伝に演劇を

使って民衆の支持を強化し成功した事例があるので、そのような

歴史的背景から、大々的に国家的な保護を与えているものだろ

う。ヨーロッパ諸国で、王侯貴族の遊びであったオペラに大きな

予算を投じて支えている構図と似ているが、異なる背景があるよ

うに思う。演劇はそれが存在する地域により、それぞれ独自の社

会的有効性があるのだ。

　研究対象としての演劇学は、文化理解の基盤を作る役割を果た

している。演劇資料の利活用の形態・効果はどういうものがある

だろうか？デジタルミュージアムが一番簡単なものとして考えられ

る。その利活用によって文化理解が促進されよう。国立博物館、

大学にもデジタルミュージアムを設置している所がある。演博も

似たものを作りつつあるがまだそこまで至っていない。演劇を学

術に利用し研究の材料として使う。それを通じて演劇とは何かを

考えて、文化を再定義していく。日本のなかで演劇の持つ役割・

効用を考える。それを通じて、文化の中に占める演劇の効用・地

位を再認識する。こういった文化の再定義が、演劇資料利活用の

効果として考えられる。

5.日本の演劇教育について

　その他に演劇教育がある。子どもに演劇を見せるか、実際体験

させるか。狭義の演劇教育は、そのどちらかになる。日本ではど

ちらも遅れている。体験する演劇は、初等教育で取り上げられる
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だけで、中学以降はサークル活動に任せている。見せる教育とし

て、古典演劇鑑賞の課外活動をしているところもあるが、初等教

育では必ずしもやっていない。私立中高では、父母からお金を集

めてやっているが、毎年見せる分野が違っていて、一貫性のない例

もあり、良いものを選んでいるかというとそうでもない。基礎を

学ぶという点では、中途半端に終わっている。

　大学における演劇教育では、国立演劇大学が存在しないことが

象徴的だ。国立演劇大学から国立劇場に進んでエリート俳優にな

ったり、国を代表する監督になったりする道筋がない。劇団で私

塾的な教育しかない。にもかかわらず日本の演劇は、かなり水準

が高い。しかし、一般教養を含む演劇教育を受けていない俳優ば

かりなので、英語でセリフを言えないだけで、ハリウッドなどの

商業的な活動は大いに制限される。日本の演劇が世界に飛躍する

には、国立の演劇大学が必要だと思う。こういうことは国民生活

の豊かさと一体だろう。商業化という点からも、一種の市場開拓

につながるのではないか。演劇という形態を応用した、教育教材

としての役割も演劇には期待出来る。演劇的な手法を教育的な手

法として取り入れるのである。元文部科学省副大臣の鈴木寛氏の

構想だと記憶する。

6.演劇資料を後世へ伝えていく

　演劇資料をデータベースにして共有財にして活かしていきたい。

演博は文科省から共同利用・共同研究拠点に認定されており、さ

らに受託研究予算が与えられ、その日本全国の文化機関が持って

いる演劇情報を幅広く集めて、共同で管理運営出来ないだろうか

と思う。こうした場合は、従来は国立国会図書館などで一極集中

的にやらざるを得ないが、多様な要求があり、様々な分野のデー

タベースが望まれている。国の一機関であらゆる種類の要望に全

面的に対応できるわけでもない。予算的にも機関の能力も、その

すべてに対応することはできない。データベース運営母体を共同

研究拠点化すれば、様々なデータベースを公共財として利用可能に

なるのではないか。データを専有するのでなく、方々からコンテ

ンツを提供してもらいながら、共同運用していく発想が必要であ

ろう。

　そういうデータベースは、資料のバックアップの役割も果たす。

歴史遺産を継承し、災害で失われたものを復元したりするため

に、演劇資料をデータ化して、穀物の種子を保存するのと同じよ

うに保存するわけである。

7.演劇資料と著作権

　台本・脚本などのこれまでアーカイブ化されていなかった資料

のデジタル化の動きは既に起こっている。しかし、著作権が障壁

となりアーカイブ化を妨げている。学術研究としては、海外研究
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者が日本論文を読みたいと思っても、リポジトリ化が必ずしも徹

底していない。その理由は、著作権としての認識がまちまちなの

で、統一的な見解のもとで情報公開しづらいことにある。学術論

文の場合、理工系では発明・特許などのお金が絡んでくるが、人

文系の学術論文では商業的価値はほとんど無い。要するに、人文

系論文の著作権は、オリジナルである尊厳性を保障するといった

意味合いが大きく、商業化とは無縁なのである。そういうものに

ついて何とかならないかと考えている。学術資料が自由化されれ

ば研究は著しく進展する。学術資料として、著作権を自由化する

対象には、学術論文や公共文化財としての博物資料等が考えられ

るが、それらを画像で提供する。映像、画像、音源などでも、商

業的価値を失ったものに限り、公開しても良いとする。台本、脚

本なども対象となろう。これらを自由化するためには、著作権法

改正の政策提言が必要になってくるのではないか。例えば発表後5

年を経た学術的コンテンツは、著作権フリーで公開可とするよう

な法律が必要である。現在は国立国会図書館にそれに近い権限が

認められているそうだが、一機関だけでは無理がある。それをさ

らに、公認された共同利用拠点にまで拡大すべきだろう。

8.剽窃に対する保険の仕組み

　もう一方に剽窃の問題がある。正当な利用法なのか、人のもの

を盗んだのかを厳密に区別した上で、被害者に対する保障も必要

になるだろう。商業コンテンツなら、従来の民事訴訟・刑事訴訟

で対応できるが、商業価値の無い学術論文が剽窃された場合、あ

まり対応手段がなく、被害者に対しての保障も存在しない。処分

も厳密には行われていないことが多い。剽窃のレベルが千差万別

であるのに、処分がきめ細かになっておらず、被害者には救済がな

く、加害者の処分は軽すぎるか重すぎるかのどちらかになりがち

だ。その対策として保険制度が作れないだろうか。研究機関に所

属する人に、比較的低額で保険加入を義務付けて、自分の論文が

剽窃されたら訴えて、保険機構から剽窃されたレベルに応じて損

害保険金を貰う。加害者の処分はまた別次元の問題になるが、ま

ずは被害者の救済を優先的に考えるのが良いのではないかと思

う。剽窃は卑劣な犯罪行為だが、職を失うほどの剽窃はよほどの

ことで、そうでない剽窃でも損害を被ることになる若手研究者を

保護する制度が、まず必要だと思う。（了）

8



基調報告1

1.文化情報資源政策研究会とは

　聞いたこともないような会の名称で「一体、なんだろうか？」

と思う方々も多いと思うので、まずは会の紹介をさせていただ

く。ご理解を得て、ご関心のある方には参加していただければと

思う。

　文化情報資源とは、先ほど竹本先生がご説明された演劇博物館

の扱っているような資源をすべて含めた実物資料、文書、画像、

音像などを対象としている。それらをどのように特徴づけて、社

会的な役割を考え、どのように流通させ、政策的なものにするか

ということを考える主旨の研究会である。色々な分野の文化資源

を扱っている方が参加されている。いまの日本の現状は、文化資

同会幹事の柳与志夫氏（国立国会図書館）

文化情報資源政策研究会とは
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源というとすぐマンガ・ゲー

ム・アニメに行ってしまう。

あるいは、一方では文化財・

文化遺産のようなお宝っぽ

い、貴重なものに偏ってしま

う。例えば、書籍は日本文化

の中で文化資源の中枢なの

に、あまり文化資源としての

役割・見方をされていない。

または、各地域に文化資源が

あるのに注目されていない、

活用されていない。そういう

ことを横断的に、本来、文化資源と認識されるべき分野に対し

て、横断的・統一的に政策を考えていく。色々なセクターから専

門家が集まって、個人の視点から考えて行こうとしている。

2.活動内容

　論議の対象は、国内外の文化情報資源に関するレビューから始

まった。文化情報資源とはどういう範囲のものか、何かといった

ことを、この1年間は議論してきた。文化情報資源を、デジタル化

したコンテンツと捉えていくとどう利用されるのか。流通させる

ための基盤のあり方はどういうものがあるか。新しい時代の人材

育成は、どういう形が考えられるか。文化資源を扱うときに必ず

問題となる権利の処理のあり方、保護の在り方も議論の対象とし

ている。関心があればどなたでも参加できる。ぜひ議論に加わり

たいという方、受け身で聞くのでなく参加して意見を出していた

だける方をお待ちしている。会に慣れてきたらテーマを出してご

報告いただきたい。いきなり報告ということはないので気軽に参

加してもらえればと思う。メンバーのリストがあるので、その方

の推薦を経て入会とさせていただく。開催頻度は、発足当初は隔

月と思っていたが、3ヶ月に2回くらいのペースで開催している。

取り上げるべき文化資源が多く、まだ政策形成のための論議には

至っていない。どのように政策としてまとめあげていくか検討の

段階である。

3.文化情報資源の定義とは

　厳密な定義ではないが、文化資源・文化財等の情報資源的な側

面に注目して、その特性を考えるということで文化情報資源の概

念を想定している。政策については、最終的に国の政策になれば

良いとは思うが、府省だけが政策を考えるということではないの

で、自治体・民間レベルで可能な政策を考えていくことも重要で

ある。特に文化政策については、国が決めるというより、民間で

考えたものを国の政策に反映させるほうが良い。政策という言葉

については狭く考えない。
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4.　どういう分野か

　具体的な分野は配布資料に挙げたとおりであるが、文化資源そ

のものの特性を考えている。それに基づいた政策を考えていく。

メタデータを含めて、文化資源に関わる情報資源の組織化をどう

するか。文化資源はシステムやサービスと密接に結びついてい

る。よって、サービス政策論的な観点も必要である。他にも長期

保存の問題、文化産業政策論などがある。特に施策の面で、海外

と比べて日本には大きな問題がある。海外の多くでは、文化政策

と文化産業政策は一体であり、普通ひとつの省で担当している。

日本は、文化庁と経済産業省がバラバラに実施しており、統一的

な政策ができていない。そのような問題意識があって、当研究会

から横断的な政策提言をしようと考えている。

　関心のある方のご参加をお待ちしている。（了）
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基調報告2

1.はじめに

　これまでに１年間、当研究会で議論してきた

内容をかいつまんで紹介し、後半に続くディスカ

ッションの素材としていただきたい。まず国内

と海外で分けて整理し、国内については資源タ

イプごとに特徴と課題を整理してきた。

2.文書保存の厳しい現状

要目

1. 資源タイプ別の特徴と課題

2. 国内における文書保存意識
の希薄化

3. 電子書籍市場の概況とビジ
ネスモデルの課題

4. 放送法の下で果敢に取り組
むNHKの試み

5. フィルムだけではない映画
資料とその課題

6. ボーンデジタルの映像資料
をどのように残し、利活用
できるか

7. 国立国会図書館が保存しき
れていないマンガ文化

8. コスト・人材・長期保存

9. 海外主要国の動き

同研究会事務局長の渡邉太郎氏（国立国会図書館）

文化資源を取り巻く状況
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　文書は社会活動の根幹だが、日本では文書を記録・利活用する

意識が、近代以降に希薄化している。近世・江戸時代の古文書は

アクセスしやすいのに対して、明治・大正・昭和と進むにつれて、

アクセスしづらくなっている。公立の図書館・博物館は明治初期

に導入されたが、公文書館の導入は昭和30年代になってからであ

る。文書を保存して利活用に供していくという意識は最近になっ

て根付いてきたものであった。公文書管理法の制定は2009年で、

OECD加盟国では日本が最後だった。制定後の法運用についても

不備が指摘されており、問題が表面化したのは、東日本大震災の

政府会議体で、議事録が適切に作成・保存されていなかった事件

である。対策として公文書管理委員会で議論され、議事録につい

ては、意思決定型の会議と事務事業型の会議の2種類にわけて保存

方法が整理されたが、公文書をどのレベルのものまで保存するの

か課題として挙がった。日本の国立公文書館は、人員・権限の点

で貧弱である。47名の職員だが、アメリカの国立公文書記録局

（The National Archives and Records Administration: NARA）で

は常時2500名の職員が文書の保存・公開に携わっている。国のサ

イズを加味してもその差は大きい。NARAは、長官から各行政府

省に対して、文書の移管命令を出す権限を与えられている。日本

の国立公文書館にそこまで強制力を伴う権限は与えられていな

い。地方の公文書館は、設置が努力義務に留まっており、緊縮財

政のあおりで縮小が迫られている。私文書について、企業・民間

がもつ文書について考えると、大阪のエル・ライブラリーは労働

関係資料、立教大学の共生社会研究センターでは、社会・市民運

動の資料を網羅的に収集しているが、そのような一部を除いて危

機的な状況にある。法的拘束も少ないので、文書を保存して後世

に残すという意識が薄い。今後デジタル化が進むにしたがって

MLA連携が鍵になる。公文書管理法の成立時にも国会の附帯決議

では、未整理の公文書館の代理施設として、図書館を有効活用す

るための一項目が加えられている。

3.電子書籍を取り巻くビジネス環境

　「電子書籍」とは、有料でパッケージ化された、1冊としてカウ

ントできる資料のことを指す。出版不況と言われるように、出版

市場が縮小している。2011年度の出版販売額が1兆8000億円で、96

年のピーク時に比べて、3分の2まで縮小している。書店は10年前

に比べて2割以上減少している。一方で電子書籍市場は少しずつ拡

大して2011年度は629億円規模の市場となっている。内訳を見ると

未だにガラパゴスケータイと呼ばれる携帯電話向けのコンテンツ

が76%を占めるので、まだまだ電子書籍と呼べる状況ではない。

ただし、立ち上がったばかりの出版デジタル機構がコンテンツを

増加させてきており、昨年から楽天・Amazonが本格参入してきた

ので、今後この構造も変わるだろうとみられる。ある試算では

2016年度に2000億円規模の市場に成長するという予測も立てられ
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ている。紙からの変化に伴い、各種変わってきた部分がある。一

番顕著なのが、権利の概念が物権から利用権にシフトしてきた。

電子書籍では、購入する電子書店と読む端末を組み合わせて読む

権利を購入しているに過ぎないので、端末を変えると読み回すこ

とが出来なくなってしまう。権利処理の課題として、既存の出版

物をデジタル化して配信・流通するには、著作権をどのように処

理すればよいのか、利益配分はどのようにすればいいか、DRMを

どの程度かけるべきなのかがこれから議論すべき内容である。技

術的な側面として、端末・フォーマット・メタデータの形式を標

準化する必要がある。電子書籍のフォーマットはEPUBがデファク

トスタンダードになっているが、電子雑誌についてやメタデータに

ついてはまだ標準化の余地がある。ビジネスモデルを構築してい

かなくてはならない。電子書籍は再販制度の適用がないので、電

子書店側で価格を決定することもありえる。販売価格をどのよう

に決めていくのか。雑誌では広告収入が大きな収益だが、広告ビ

ジネスを電子書籍にどのように組み込むのかも課題。電子書籍を

どのようにアーカイブ化していくのかも課題となっている。紙の資

料の時代には、図書館がストックとして役割を果たしてきたが、

電子書籍の時代になったとき、図書館の役割がどうなるのか議論

しなくてはならない。各国では電子納本が法定化されてきている

が、日本ではまだこれから検討することになっている。

4.放送番組の公開に立ち塞がる権利処理の難しさ

　主にNHKの取り組みについて議論した。NHKの業務は放送法

によって厳格に規定されている。主な仕事が「放送を流す」こと

なので、過去の番組をインターネットで公開することは任意業務

として簡単にできない。その中でもNHKでは果敢にインターネッ

トへの公開に取り組んでいる。膨大なアーカイブは昨年度末時点

で545万項目のニュース、78万本の番組があり、年間4万時間のペ

ースで増えていく。これまではNHK施設内の番組公開ライブラリ

ーやオンデマンド配信による有料配信、教育目的の学校への貸出

にとどまってきた。近年ではデジタルアーカイブにして無料で公開

する動きが高まっている。戦争証言アーカイブス、東日本大震災

アーカイブスなどテーマごとに応じて過去の番組アーカイブを保

存・公開している動きがある。公開にはかなりのコストがかか

り、デジタル化・公開するには、膨大なカットにすべて権利処理

する必要がある。ニュース・ドキュメンタリーでは比較的処理可

能だが、ドラマなどのキラーコンテンツでは、複雑な権利関係が

絡む関係上、事実上インターネットで公開するのは不可能になっ

ている。

5.フィルム以外の映画資料
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　東京国立近代美術館フィルムセンターが唯一の映画アーカイブ機

関になっている。各地でも映画資料館は少しずつ増えているが、

それらの施設とフィルムセンターのネットワーク化が今後の課題

になっている。映画資料の世界でもデジタル化が進展している

が、フィルム時代からデジタルになったところで、マスターの画質

をどの水準にして保存していくべきなのかが課題となっている。フ

ィルム時代はコピーすれば劣化したが、デジタル時代には、コピ

ーしても劣化しないので必ずしもマスターの画質にしておく必要が

なくなった。どの程度の画質が求められているのか考えていく必

要がある。ノンフィルム資料として、実物のフィルム以外の映画関

係資料がある。シナリオ・映画美術・衣装・パンフレット・スチ

ル写真・ポスターといった資料を網羅的にノンフィルム資料と言

っている。フィルム原盤そのものが失われやすいで、 ノンフィル

ムは映画文化の研究には欠かせない資料となっている。国際的に

みても保存のためのスタンダードがないのが現状である。

6.新しい形態の映像資料

　ボーンデジタルの資料も増えている。映画とは異なるが、

YouTubeやニコニコ動画・ニコニコ生放送などのメディアで企業の

PRや政治家の政策論争など、基幹メディアに近づきつつある。そ

れらのボーンデジタル映像資料をどのように後世に残して、2次利

用に活かしていくのかを考える必要がある。

7.漫画は第２の浮世絵となるのか

　マンガ制作でもデジタル化が進んでいる。生原稿は減少傾向に

ある。今後のマンガ文化の研究において、生原稿を保存していく

必要がある。新古書店・漫画喫茶の存在が大きな影響を及ぼして

いるが、現状創作者に利益還元はない。一部企業から提案はあっ

たが、利益配分の設計ができずそのままとなっている。創作者に

対して、適正な利益還元を図る必要がある。国立国会図書館でも

漫画を保存しているが、マンガ文化を研究する上では不足があ

る。欠本の問題や、貴重な資料であるほど破損しやすく利用制限

されている。国立国会図書館ではカバーを外して廃棄してしまう

ので、マンガ文化研究において重要な要素であるカバーが見られ

ないのは大きな欠点となっている。コミックマーケットでやり取

りされている同人誌も国立国会図書館では収集対象になっていな

い。同人誌は既に200万冊を超え既存の漫画雑誌や単行本より多く

なっている。これらをどのように残していくかが課題となってい

る。国立国会図書館以外の施設でマンガを保存する動きがある。

京都国際マンガミュージアムや北九州市漫画ミュージアムがあ

る。2014年度には、明治大学で東京国際マンガ図書館を開館する

予定である。マンガだけでなくアニメ・ゲームなど複合的な保存

施設を目指している。マンガ・アニメなどの絵コンテが海外へ流

出している。かつて浮世絵で起きた事態がマンガで起きている。

15

http://www.momat.go.jp/fc.html
http://www.momat.go.jp/fc.html
http://current.ndl.go.jp/files/ca/ca1672.pdf
http://current.ndl.go.jp/files/ca/ca1672.pdf
http://www.kyotomm.jp/
http://www.kyotomm.jp/
http://www.ktqmm.jp/
http://www.ktqmm.jp/
http://www.meiji.ac.jp/manga/
http://www.meiji.ac.jp/manga/


マンガの画像を2次利用していくために背景等の権利処理問題があ

る。マンガはすべてを著作者が描いているわけでなく、アシスタ

ントが描いている部分もある。それらが著作権法上どのような扱

いとなるのかあいまいで、利活用がしにくい現状がある。

8.すべてに共通する4つの課題

　まずルール面での課題がある。利活用を図る上で著作権が障害

となっている。著作者の権利を守る上で必要な制限であるが、運

用を弾力化することで、全文テキスト化・公衆送信をやりやすく

ならないか検討の余地がある。権利処理を進める上で、権利処理

を集中管理する方策を考える必要がある。孤児作品（オーファン

ワークス）、著作権者の所在が不明な作品の利活用をどのように

図っていくべきか考える必要がある。

　コストの課題がある。文化資源の利活用を図るにはデジタル化

が必須である。そのコストをどうやって捻出するのか、ビジネス

モデルができていない。すべてを官で、あるいはすべてを民で行

うのは事実上不可能なので、官民一体となって協力してコストを

捻出するのか考えていく必要がある。すべての資料をデジタル化し

てすべてを後世に残すのは物理的に不可能かもしれないので、ど

の資料を残すのか取捨選択も必要になるかもしれない。

　人材の課題がある。文化資源をデジタル化し、アーカイブ化

し、利活用に供していくには、それ相応の知識を有した人材が必

要である。単にICTに関する知識だけでなく、そのコンテンツ自体

への興味があること、アーカイブ自体が一種の活動であるので、

地域経済やその分野を活性化していく必要があるが、そのような

志を持った人材を継続的に確保していくための方策が課題となっ

ている。

　保存の課題がある。デジタル情報の保存性は脆い。媒体変換

（マイグレーション）は事実上困難になっている。長期的な保存

をする方策が求められている。現状、いくつか案はあるが決定策

はない。デジタル情報の長期保存には、デジタルブラックホール

と呼ばれる一斉にデジタル情報を消失してしまう危険性に対する

社会的な意識を向上させる必要がある。それによって技術へのニ

ーズを高めていくことができる。

9.海外主要国の政策

　アメリカは、民間が主導している。強力な企業・業界団体

（Google・ハリウッド等）が存在している。ミッキーマウス法な

ど著作権延長法を見ても、業界団体のロビー活動によって著作権

政策・文化政策が左右されがちであることが分かる。コンテンツ

産業は「Copyright Industries」として、著作権の財産権的な面を

重視した産業政策的な意味合いが強い。GoogleによるGoogleブッ
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クスやGoogleアートプロジェクトなどの文化資源をデジタル化し

てすべてインターネットで見られるようにしてしまおうと言う動

きが活発になっている。著作権の問題もあり、Googleブックスは

2005年に訴訟になっている。出版社とは和解しているが、著作者

団体とは引き続き集団代表訴訟（クラスアクション）で今後もや

り取りを続けることになる。

　EUは、市場規模で言うと全体でほぼアメリカと同程度になる。

政府主導の政策が目立つ。イギリスはブレア政権が「クール・ブ

リタニア」を掲げてクリエイティブ産業を振興した。広告・映

像・建築・美術・テレビ・ラジオ・ファッション等多岐にわた

る。一定の成功を収めた。英国図書館（British Library）によるデ

ジタル化も積極的に進められている。Googleと連携して著作権切

れの本25万冊をデジタル化した実績や、オンライン出版社との連

携によって400万ページ以上の新聞をデジタル化し、有料でもネッ

ト閲覧を可能にするモデルを構築している。フランスは文化省に

よる中央集権的な政策を進めている。コンテンツ産業は

「Industrie culturelle」と呼ばれ、文化政策的な意味合いが強い。

官が主体であり、アメリカと好対照をなしている。とりわけ放

送・映画産業への国の介入が顕著になっている。ほとんどが国営

放送であり、フランス国立視聴覚研究所（L'Institut national de 

l'audiovisuel: INA）が、法律に定められた放送の収集をおこなっ

ている。「ブロードキャスト・クオータ」と呼ばれる、スクリー

ン・クオータのテレビ番組版が存在し、国内の放送番組を保護し

ている。フランス国立図書館（Bibliothèque nationale de France: 

BnF）は電子図書館（Gallica）を推進し、Google等との官民パー

トナーシップによって一部有償でも提供することで資料デジタル

化を進めている。現在200万件の資料が無料でアクセス可能であ

り、スマートフォン向けのアプリも開発しており、積極的に推進

している。EU全体でみると「欧州文化遺産ポータル

（Europeana）」にデジタル化した文化資源を集中・連携させるこ

とで一括で検索可能にしている。昨年7月には、全資料に関するメ

タデータをパブリックドメイン化し、営利・非営利問わず、自由に

誰もが使えるようになった。オーファンワークスへの対応も統一

的に方針を決めてきている。昨年、欧州孤児作品指令が採択さ

れ、入念な調査を経ればEU内の非営利利用に限って自由に利用可

能とされ、これを踏まえて各国で制度が整備されつつある。これ

を踏まえて制度が整備されつつある。Google等の民間企業と連携

して事業を進めているのが特徴的である。背景としてリーマン・

ショック以降に政府も資金難であり、文化政策の予算が削減され

ている。文化資源を利活用するためにどのような方策が取れるの

か各国も試行錯誤している。

　韓国は、政府主導で進めている。契機は、金大中大統領の「文

化大統領宣言」にある。98年に低迷した韓国経済を復興させるた

めに、コンテンツ産業を国の基幹産業として振興しようとした。
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専門の行政機関として、「文化コンテンツ振興院」を設立し、4年

間で1300億円程度を投入し、活性化を図った。デジタル化した文

化資源は、共有資源ポータルに集中させ、統計データなども含め

て一括で検索できるようなサイトを構築している。図書館政策も

先進的であり、「韓国国立デジタル図書館（Dibrary）」でデジタ

ル化資料の公開、地方公共図書館への配信も行なっている。著作

権満了した作品はネットで公開し、著作権の有効な作品でも契約

したものは閲覧できるシステムを築いている。電子書籍の導入も

前向きであり発刊から5年以上経た電子書籍は貸出できるようにし

ている。公立図書館の54%が電子書籍を導入している。日本は数

館のみなので、電子書籍導入に関する図書館政策でも差がある状

況である。

　多くの国で、文化政策・文化産業政策・メディア通信放送産業

政策を所管する官庁が同一であるという特徴が見いだせる。文化

情報資源を利活用するには、官民の連携が不可欠であることも分

かった。（了）
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シンポジウム後半では、文化情報資源の利活用に関わる課題について、ディスカッションが行われ

た。パネリストは、 吉見俊哉氏（東京大学）、 太下義之氏（三菱UFJリサーチ&コンサルティン

グ）、後藤和子氏（埼玉大学）、福井健策氏（弁護士）、赤松健氏（漫画家）の5名である。

後半
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パネルディスカッション

東京大学　吉見俊哉氏（以下、吉見）

　これまで、記録映画・文化資料の保存をめぐっ

て、孤児作品・著作権の制度的な問題に関わっ

てきた。5,6年経って、機が熟してきていると感

じている。関わる課題が、相当広く共有されて

きている。後半セッションでは、渡邉ペーパー

で提起された問題点・障壁を、誰が、何に向け

て、どう変えていけるのかを議論していく。利活

用・政策あるいは経済効果を含めて、重要なテ

ーマになる。それらのテーマに適したパネリス

トをお招きしている。最初は、文化政策・地域

1. 文化情報資源の定義

2. 孤児作品（オーファンワー
クス）と著作権処理

3. 封印された作品

4. 文化の多様性と政策への実
装方法

5. 政策の担い手

6. 創作へのインセンティブ

7. Cultureとは「耕す」こと

8. 欧米によるプラットフォー
ムの覇権争い

パネルディスカッション司会の吉見俊哉氏（東京大学）

機は熟してきた。
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文化政策で大阪府の参与として関わってこられた、三菱UFJリサー

チ＆コンサルティング（MURC）の太下さんに政策の観点からお

話いただく。

三菱UFJリサーチ&コンサルティング　太下義之氏（以下、太下）

　文化政策の構造の説明から始めたい。政策がどういう構造なの

かをスライドで説明するが、副題として「企業・政府・グローバ

リゼーション」と付けた。最初に「文化情報資源政策」の概念定

義をすると、「新たな文化情報資源を創造するとともに、これら

をより多くの人々に公開・普及していくために必要な社会戦略」

と言える。ここで言う「政策」の定義は、「複数の人間が構成す

る集団、価値目標、具体的な戦略」である。 

　ところで、多くの人のイメージとしては、「政策」とは政府が

担うこととお思いだろう。しかし、「政策」は政府だけが実施す

るものとは限らない。企業がやることも広い意味で政策に含まれ

る。また、グローバリゼーションが各国の政策に大きな影響を与

えている。東大の城山英明先生は、こうした各国における政策の

変化を規定するメタレベルの政策を「メタ政策」と定義してい

る。例えば、TPP（環太平洋パートナーシップ協定）を考えよ

う。TPPは、単なるモノ・サービスの関税障壁撤廃だけでなく、

各国の文化政策にも多大な影響を与える。文化多様性の国際条約

も各国の政策に大きな影響を与える。こうした政府、民間企業、

メタ政策としてのグローバリゼーションという多層構造に串を通

す形で、文化政策と著作権政策がある。こういった多重構造を捉

えた上で、文化政策を考える必要がある。

埼玉大学　後藤和子氏（以下、後藤）

　最初に、事務局案に対する疑問を述べ、次に、文化情報資源を

創造の源泉とするクリエイティブ産業の産業組織と著作権につい

て、更に、文化情報資源に関わる文化政策について述べてみた

い。まず、文化情報資源政策に関する事務局案への疑問を述べた

い。そもそも「文化情報資源」とはなにか。文化は人々に共有さ

れた行動様式や価値観といえる。文化はストックでもありフロー

でもある。情報はフローである。文化には文化の経済学、情報に
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は情報の経済学があるので、一緒にして議論するのは難しい。一

緒に考えるのであれば、もっと概念を理論的に吟味した方がよ

い。文化情報資源とは、著作物なのか？オリジナルを対象とする

のか、複製物を対象とするのか。なぜ利活用だけを問題にするの

か？文化には、創造、流通、消費・享受、蓄積（文化ストックを

形成する）という一連の流れがある。なぜ文化をストックするか

といえば、創造の源泉になるからである。文化情報資源の問題

は、こうしたいわばバリューチェーンのなかで考えるべきではな

いだろうか。

　また、政策を進める主体として、どのような主体を想定している

のか？更に、事務局案にある文化政策とは何か。事務局案では、

制度改革の対象として著作権の問題を挙げ、複製物を主眼に置い

ているようにみえる。その場合、文化政策とは複製物を対象とし

た政策なのか、それとも創造行為やオリジナルも対象とするの

か。また、政治・行政・民間との協働と書かれているが、何を協

働するのか？国と地域の関係とは何を意味するのか？政策課題に

ついても、経済的な価格設定の適切さ、制作現場への還元、公的

援助の必要な部分等の論点がアドホックに並べられているだけな

ので、どういう問題に対応した政策課題なのかがよくわからな

い。

　次に、クリエイティブ産業についてである。クリエイティブ産

業は、経済学の契約理論や産業組織論の視点からみれば、アート

（創造的な活動）と単調な労働（ビジネスあるいは流通）との契

約による結合である。文化の創作には、多様な組織が複雑に関わ

る。そのため、著作物からの収益は、創作に携わった人々の間に

配分されるが、その配分割合を、著作権そのものが決めるわけで

はない。誰にどれだけ収益を配分するかは契約で決まる。そのた

め、契約がどう書かれるかが重要である。そして、契約には、最

大限創造性を発揮して優れたものをつくるインセンティブや、ビ

ジネスを成功に導くためのインセンティブが埋め込まれなければ

ならない。また、契約がどのように書かれるかは、交渉力（コン

トロール権やパワー）や、交渉力の背後にある産業組織の影響を

うけると思われる（詳細は、拙著『クリエイティブ産業の経済

学：契約・著作権・税制のインセンティブ設計』を参照された

い）。

　3点目は、文化政策についてである。文化への公的介入の手段に

は、法による市場への介入（独占禁止法などの規制や、文化財保

護法、著作権制度など）、補助金、税制の3つがある。著作権制度

では、著作物の売り上げが大きいほど著作権者に収益が入る。つ

まり、著作権収入には市場の評価が反映される。補助金は、政府

の意思決定によって配分される。
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税制は、本来は政府の財源調達手段であるが、望ましい政策目標

を達成するための政策手段ないしインセンティブとして設計する

こともできる。それらは、政策課税と呼ばれている。寄付税制

や、個人が所有する文化遺産を維持・公開するための様々な減税

の他に、海外では文化ファンドに投資した人への所得税減税等も

ある。こうした政策課税は、市民がその制度を活用した行為をし

ないと機能しないため、税制による文化政策は、市民社会の意思

を反映する。

つまり、著作権は市場の評価を、補助金は政府の意思決定を、税

制は市民社会の意思を反映する政策手段だといえるだろう。

最後に、２つの疑問を述べたい。１つは、文化情報資源を公開し

て利用する際に全て無料でいいのかという点である。学術雑誌で

言えば、要約は無料だが本文を読もうとするとかなり課金される

仕組みがある。例えば、オランダのエルゼビア社などがよい例で

ある。ところが、日本では補助金等を使って学会誌をデジタル化

し、無料で公開する試みを行なってきた。もっと違った公開モデ

ルが考えられるのではないか。これは、デジタル情報に関する非

営利と営利の関係をどう考えるかという問題でもある。

２つめは、先ほど、海外では、文化・産業政策が一体化している

という報告があったが、必ずしもそうではないという点である。

文化政策と産業政策の融合はどこでも難しい課題である。文化と

産業の全てを総合的に扱う部署があるというより、文化の産業的

側面の一部を文化部局が扱ってきた、というのが正しい認識では

ないだろうか。

弁護士　福井健策氏（以下、福井）

　孤児作品について話したい。これがとにかく多い。国立国会図

書館の明治期の図書は、71%の著者が連絡先・没年すらわからな

い。何が問題かと言えば、保護期間が切れているかさえわからな

い。これは世界共通の問題である。英国図書館では、保護期間中

の可能性がある図書でも43%がわからない。米国の学術雑誌につ

いては、50%が分からない。将来のデジタルコンテンツに関する流

通基盤の覇権にもつながるので、欧米がしのぎを削って対応して

いる。EUは、孤児作品指令（オーファンワークス・ディレクティ

ブ）を出した。一定の調査を行えば、孤児作品と認めて非営利ア

ーカイブに入れて良いとなった。権利情報データベースと紐付けて

検索できるようになる。これが始まると流通が相当早くなる。オ

ーファンとわかればオーファンデータベースに挙がって使える。権

利者が判明すれば、権利者データベースに挙がって著作権処理がで

きる、という良いスパイラルを狙っている。アメリカは止まって

いた審議を再開し、3月20日、米国著作権局のトップが米国議会史

上初めて、保護期間の短縮を提案した。理由は一点、伸ばしたら

孤児作品が増えてしまい、デジタル化の競争でEUに遅れを取ると
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いうもの。かなり世界の潮流は変わってきた。そのなかで日本

は、実は先行してきた。欧米は孤児作品法制が進んでいない。指

令を出したのでこれから進むが、日本には既に制度ある。「文化

庁長官裁定制度」というもので、孤児作品の利用に許可を得られ

る。一旦許可を貰えば安心感があるが、貰うためのハードルが高

い。過去10年で53件くらいしか利用がない。もうちょっと利用し

やすい制度にしていくと良い。

　孤児作品がどのくらい見つからないか、不明出演者探しの例が

ある。出演者は著作隣接権を持っている。テレビ局としては、出

演者が見つからないとDVD化等の利活用ができない。映像コンテ

ンツ権利処理機構（aRma）が、不明権利者一覧を公開して出演者

を探している。NHKの大河ドラマ「秀吉」は、50数名が行方不明

である。最近の例で言えば、「平清盛」の出演者（子役）が既に

見つかっていない。子役は事務所のプロテクションが強いので、

作品がオーファンになりやすい。対策としては、法制は裁定制度

という先行例があるので、この制度の充実した運用が必要であろ

う。ハードルが高いので下げるべきである。私と生貝直人氏、中

川隆太郎弁護士の3人で、孤児作品の法制についてペーパーを製作

中である。非営利アーカイブの利用については、一定の調査をす

れば裁定しなくても良い制度にすべきなどの内容である。権利者

が現れて「公開から外してほしい」となれば外す、オプトアウト型

を考えている。他に著作権法の例外、権利制限規定がある。国立

国会図書館は、権利者の許諾なくてもデジタル化して良いことに

なっている。さらに市場で入手困難であれば公立図書館へ配信し

て良い。つまり、もっとも手っ取り早い権利クリアの方法として

は国立国会図書館へ納めれば良い。ただし国立国会図書館の予算

が追いつかない。ここでフェアユース規定を入れるべきだという議

論が再燃する。パロディ規定について、文化庁では入れるべきで

はないという消極意見が出た。この意見をよく読めば、要するに

フェアユース規定しかないとも思える。オーファンを生み出さない

予防策も必要である。権利者情報のデータベースが必要だろう。

クリエイティブ・コモンズ（Creative Commons: CC）も良い。著

作者が作品を発表するときに、意思表示をすることの普及が重要

になる。CC付きで発表されれば、行方不明になってもオーファン

ワークスにならない。文化庁は先日、初めてCCの普及促進を支援

すると表明した。これは大きな方向転換である。もう一つのオー
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ファン問題に、所有者不明の文献・フィルムがある。著作権がク

リアになっても所有者が不明だと障害がある。それについても制

度が必要と思う。

漫画家　赤松健氏（以下、赤松）

　孤児著作物がこれから議論のテーマとして流行るだろうが、も

うひとつ注目している。コミックスに未収録・コミックス化され

ていない作品である。孤児じゃないが、欠けている作品に注目し

ている。Jコミでもこれらに対応している。どうやって手に入れる

かと考えると、P2Pにしか流れてない。Winny、トレントでしか手

に入らない。たとえば「鈴木みそ」の単行本未収録回を手に入れ

るならネットしかない。なぜ収録されないのかといえば、内容に

問題があったからだ。「スーパーマラオ」という回は、おそらく

ゲーム会社から圧力がかかって単行本に収録されなかった。「ク

ソゲーのなんとか」という回は、メーカーが広告を出しているゲー

ム雑誌で言うのがまずかった。こういった孤児ではないものの、

孤独な身寄りのない作品も考えていかなくてはいけない。

福井

　こういった著作物に対しては、「封印作品」という名前があ

る。「封印作品の謎」「封印作品の闇」といった書籍が出てい

る。

赤松

　これらの「封印作品」は、欠本雑誌や同人誌と同じようにネッ

トでは手に入る。違法P2Pを問題視しているが、ネットでしか手に

入らないので、完全消滅させるのは文化的には損だろうと思う。

生かさず殺さずでないと本当に消えてしまう。アーケードゲーム

についても同じ状況がある。基盤が残らないので、エミュレータ

しか再現する方法がない。違法だからといって潰すと基盤もROM

もないのに、ネットで流れている最後のデータが消えてしまう。

これらについても孤児作品と同じように注目している。生かさず

殺さず残してあげて、予算をつけて一気に吸い上げ保存するとい

うようなことをしてほしい。
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パネルディスカッション

吉見

　4人は明確に異なる視点から課題に取り組んでいる。太下さんは

政策の観点から考えている。後藤先生は経済・ビジネスの視点か

らクリエイティブ・インダストリーを考える。福井先生は法制の

観点、赤松先生は実際の制作・創作の観点から語ってもらった。

視点が異なるこれらの議論・意見をどうやって組み合わせていく

か。大きな議論からだんだん具体的な話をしたい。後藤先生から

提起された「文化情報資源とは何か？」。なぜ利活用の話だけを

して他の話をしないのかという話があった。文化政策と著作権政

策、文化政策と産業政策の話がある。そして政策の担い手の問題

について、政府か、企業か、市民社会だろうか。それぞれの方が

Cultureとは「耕す」こと。
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文化情報資源を何と考えていて、なぜ利活用なのかを聞いていき

たいと思う。

太下

　私は、この文化情報資源を研究する意義をコンテンツの活用だ

けとは捉えてはいない。新たな創造につながると考えている。パ

ロディなどが象徴的であるが、あるコンテンツを元にさらに再創

造が行われている。そもそもすべての作品が、ゼロから100％創造

されている訳ではなく、必ず先人の創造を踏まえて新たな創造が

行われている。その意味では、どのように過去の文化資産を継承

して、新たに創造するサイクルを社会として構築していくことが極

めて重要である。特にインターネット、デジタル化が進展すると

いう時代の流れのなかでこうした問題意識を持っている。 

文化と政策の関係については、「文化多様性」というキーワード

から話しを始めたい。現在の文化政策において、「カルチャーダイ

バーシティ」がとても重要な概念となっている。これは何かとい

うと、文字通り「文化は多様な方が良い」という議論である。

「文化は多様な方が良い」とは、当たり前のことを言っていると

思うかもしれない。これは、かつて「文化が多様ではない社会」

があったことへの反省から来ている。たとえば、ナチスドイツの

文化政策がイメージしやすい。ナチスドイツはアーリア的なもの

を賛美し、前衛的または非アーリア的なものを退廃芸術として弾

圧した。同時代の日本政府

も同じようなことをやった

が、ドイツはさらに徹底的

にやった。退廃芸術の展覧

会を開いて、展覧会後に作

品を広場で全部燃やすとい

うほど徹底していた。こう

いったことへの反省も踏ま

えて、ユネスコ総会で「文

化多様性条約」が成立した

という経緯がある。ただ

し、文化が多様な方がいい

という総論にはみな異論が

ないが、「文化が多様である

という社会」を政策的にどう実現するかとなるといろいろな意見

がでてくる。ひとつの考え方として色々な地域・国の文化が入っ

てくる環境が文化の多様性確保になるという考え方がある。自由

に文化が流通すればいいという考え方であり、アメリカの考え方

でもある。しかし同時に、文化の多様性を維持するために別の考

え方がある。たとえば、文化的コンテンツである映画を完全な自

由競争に晒してしまうと、世界中がハリウッド映画に席巻されて

しまい、各国の映画文化が衰退してしまうという考え方がある。
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阿呆なハリウッド映画に独占されてしまうのはダメで、多様性を

維持するには自国の文化を守って自由な貿易を制限しなければな

らないという考え方であり、フランス、カナダ、韓国などがこの

考え方に立っている。具体的には、フランスでは「ブロードキャ

スト・クオータ制」といって、テレビ放映される番組のうち一定

割合がフランス製でなくてはいけないという規制をしている。こ

の2つの考え方から理解できる通り、「文化の多様性」という総論

にはだれも反対しないが、実際に政策として実装しようとすると

全く真逆の対立する考えが両立することになる。こうした議論を

踏まえると、文化と経済を政策的に分離することには合理性がな

い。実際に先進国の政府で、文化政策と産業政策、メディア政策

を全く別の省庁で所管しているのは日本だけである。

福井

　後藤先生の話で、文化情報資源は著作物かというのがあった。

厳密に定義はできないが、「著作物にとどまらない」ということ

は言える。それは、古い写真かもしれない。著作権でいえば切れ

ている。しかし肖像権が発生する。あるいは著作物にあたらない

文化財をアーカイブに収録したいとなった時、著作権の問題はな

にもないのに、所有者がうんと言わないのでモノとしても収蔵で

きないし写真もとれない可能性もある。権利ひとつ取っても、著

作権に加えて肖像権、所有権の少なくとも3つは関わってくる。さ

らに、すべての権利物に孤児の問題が関わってくる。次に文化政

策と文化産業政策の担い手について。両者は、当たり前だが、非

常に密接に結びついている。 一体性が高いがゆえに一体として扱

うべきであり、文化行政を扱う文化庁と産業行政を扱う経済産業

省が別々でいいのかという議論がでてくる。コンテンツの行政に

ついては一体化を高める努力をする。垣根をとる努力をすべきだ

ろう。多様性については、産業にとってもインフラとして機能す

る。多様な文化作品、文化活動が存在が許されていればこそ、市

場を形成するようなヒット作が生まれてくる。ヒット作は誰も予

測できないので、多様な場から生まれてくるしかない。多様なも

のの存在を許し、残していくことが現在のコンテンツ産業にとっ

ても、将来の社会・文化に取っても重要になる。日本脚本アーカ

イブスの山田太一代表理事は、「あらゆる脚本をできるだけ選別

せず、後世にひとつでも多く残す。」といっている。この判断は極

めて正しい。現代の人間は、次の世代にとっての傑作・重要な情

報を判断することはできない。より多くのものを無選別に残すの

が重要である。

吉見

　文化政策の担当省と経済政策の担当省が別々でいいのだろう

か。誰もが思うところだ。次にクリエータの立場からのご発言

を。
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赤松

　クリエータという立場からだと、後藤先生の文化情報資源の

「利活用って何？」というのは同じ疑問である。クリエータの方

で一番の問題は、こういったことに興味がないこと。一切興味が

ない。ひとり暗い部屋に閉じこもって描く。編集者が「いいじゃ

ない」といってくれるのが最大の目的、喜びになっている。読者

からの意見が最近は来ない。ネットは悪口なので見ない。すごく

閉じた世界で、自分の書きたいものを編集者に見せて直して、と

いう作業に終始している。だいたいのクリエータがそのような状

況である。我々が興味持っていかないといけない。相当つながり

のある話題、TPPでも動いているのは私一人しかいない。著名な

漫画家たちに協力を仰いでも、「よく分からない」と言って断ら

れてしまう。申し訳ないと思うが、それが真実。これからもクリ

エータから意見は出てこない。

吉見

　考えてくれる赤松さんのような人が必要だろうと思う。私は、

文化情報資源とは、文化が情報化によって資源化した状況だと考

えている。それにしても、「文化」という言葉は、誤訳だろう。

「Culture」の訳語としては不適切と個人的に思う。本来の

「Culture」には、「文化」と言うだけでは表現しきれない意味が

含まれている。なにかというと、「Culture」は「Agriculture」と

同根である。耕すのが文化に最も

重要な要素になっている。18世紀

の後半くらいまでは「土地を耕

す」という意味合いが大きなウェ

イトを持っていた。

「Agriculture」は土壌、農作物

を作る。「Culture」は人を耕

す。やがて「耕す」が、教育・文

化になっていく。18世紀末から19

世紀にかけて、「文化」には、あ

る種の「反文明」「アンチ・シヴ

ィライゼーション」という意味合

いもあった。文明とは、ひとつの

フォーム（西洋化・アメリカナイ

ズ・グローバリゼーション）を世

界に行き渡らせる過程であり、か

つてはフランス、20世紀からアメ

リカがこれを担った。この文明の画一性に対して、「アンチ」の

考え方がドイツとか周辺国で現れる。ここで「文化」という概念

が出てくる。当初はナショナリズムと結びつく。さらに人類学が

加わり、世界には色々な文化があるとされた。男と女、民族、世

代、サブカルチャーなど、カルチャーは根本的に複数的で、シヴ
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ィライゼーションは単数形で語られる。 単数形に対するアンチだ

から、カルチャーは複数形でしかありえない。カルチャーは、ア

グリカルチャーと同じで土壌を耕す。ここで土地に当たるものが

最も重要である。雑菌というか、様々な種類の菌があることで土

壌が成り立つ。土地の多様性と同じく、文化多様性が豊かな作物

を生み出す。文化が情報化によって資源化するというのは逆転し

た状況である。可視化した状態で見えてくる資源化されない部分

がある。創造、流通、消費というサイクルがあり、蓄積したもの

をもう一回掘り出してリサイクルし、そこから創造が始まってい

く。それがまた創造につながるというサイクルもできている。そ

こにおける経済も考える必要がある。

　2つ目の論点は、福井さんと同じであるが、ある種の「文化経済

省」、アーカイブの問題なら「文化経済記憶省」「文化経済育成

省」とか、できるかわからないが、文化政策と経済政策がバラバ

ラでいいはずがない。文化、経済、人材育成、著作権、全体でマ

ネージするような主体が国のレベルでも、市民社会のレベルでも

必要だろう。

後藤

　文化が情報化して資源化する。目に見えるものもあるが、見え

ないものもある。吉見先生がおっしゃったが、見えないものを日

本は大事にしてきた。文化庁の無形文化財政策は、ユネスコに先

駆けて50年前から伝統芸能、工芸の技を取り上げて、技を残そう

としてきた。そういうものも入れなければならないと思う。サイ

クルがどこから始まるか、創造から始まらなくてもよい。過去の

ストックを基に新しい創造が起こるという循環があると考えたほ

うがいい。

　文化政策と産業政策を一体化した方が良いとは思うが、日本は

製造業の振興をずっと続けてきた。そのため産業振興を製造業の

枠組みで考えがちである。経済学・経営学研究の対象も、近年で

は、サービス産業やコンテンツ産業の分析や、知識を経営資源と

みなす研究もでてきたが、まだまだ日本はものづくり中心の考え

方が強い。1980年代の成功から抜け出せていない。文化政策と産

業政策を統合した時に、どちらがリードするのか。産業政策の論

理が文化政策をリードしてしまうのはダメだと思う。文化産業に

ついては、文化政策の論理を優先すべきと考える。何故なら、需

要がない所には産業が育たないし、需要サイドには文化政策の論

理や、消費文化の論理が強く働くと思われるためである。しか

し、供給サイドでは、産業政策の論理も非常に重要である。

吉見

　付け加えたい、ここで提案しておきたいという議論を受けた

い。まだ個別具体的な話で、議論されていない話がある。情報を

公開しようとなった場合、無料でいいのか？有料という選択でも
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いいのではないか。インセンティブにつながる著作権の問題、補

助金、税制の問題。文化という土壌を豊かにするための方法論と

して、著作権処理の方法論、税制が絡んでくる。いくつか手があ

る。それが有用かという問題もある。提案、発言があればいただ

きたい。

福井

　有料課金だけがビジネスモデルではない。有料課金で収益が上

がれば誰も苦労していないが、それが難しい状況があるので、み

な知恵を使っている。例えば、まず無料で配信して、もっといい

ものは有料で手に入るというフリーミアムモデル。赤松先生のJコ

ミなどは、広告モデルを組み合わせてなんとか収益を確保し、次

の創造につなげていこうという試み。今まさに新しいビジネスモ

デルを探している状況である。まだ正解は見えないが、いろいろ

なことを試して行かなければいけないというのは確かだろう。

吉見

　Jコミは無料で回していくビジネスモデルと聞いている。

赤松

　電子書籍では再販制度が通じないので値下げしてもいいはずだ

が出版社の美学だろう。ワンピースでも、10年以上前の作品でも

同じ値段で売っている。根拠はない。ジャンプの漫画だったら、

ワンピースと昔の漫画は同じ値段で売れっこない。20年前の漫画

なんて、ドラゴンボールクラスなら別だが、無料広告モデルのほう

が作者の収益が多いことはわかっている。もう一つ仕組みがあっ

て、例えばeBookJapanだと印税が5000円以上にならないと振り込

まれないようだ。振込料ばかりかかってしまうから。プールしてあ

る程度の金額にならないと支払われないので、10年以上前の漫画

だと、3年・5年出していても印税ゼロという先生がたくさんい

る。なにか考えていかないと、我々30代以上の漫画家にとって電

子書籍に対するイメージ・収益は非常に低いし、紙の方が良いと

いう意識になっている。私は電子書籍を有料で買ったことは一度

もない。利用権だけをもらうなんてシステムは使えない。既に、

Raboo、JMangaといったストアが潰れて購入した書籍が読めなく

なる事態も起こっている。今年、来年で読めなくなる電子書籍は

増える。その前に何とかしないといけない。

太下

　先ほど話題となったオーファンワークスの対策について、大阪

府と市の戦略会議で提案したことがある。大阪では近代美術館の

新設構想があるが、「21世紀にもなって20世紀型、19世紀型のミ

ュージアムを作ってもしょうがない。オーファンワークスのミュー

ジアムを作ったらどうか？」と提案した。この「オーファンワー
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クス・ミュージアム」とは、ミュージアムという公的な機能におい

てオーファンワークスと思しきコンテンツを公開・展示すること

によって、これで社会に周知したこととして、著作権者が名乗りを

上げなければ、「オーファンワークス」と認定しようという仕組

みである。オーファンワークスと認定されたコンテンツは営利・

非営利どちらでも利用して良いこととする。ただし、営利で利用

する場合、本来著作権者が得られる利益分をプールしておき、後

日著作者が現れたら還元する。このような新しい社会モデルを作

ったらどうかと提案したが、残念ながら全く理解されずなんの議

論も起きてない。この「オーファンワークス・ミュージアム」の提

案は伝統的な著作権政策と乖離していることは承知している。た

だし、著作権に関する議論は、従来は積み上げ型のアプローチが

基本であったが、「オーファンワークス」に関しては、少々野蛮

で、かつ革新的なアプローチが必要ではないか。

吉見

　福井先生、この提案はどうか。

福井

　素晴らしいと思う。法制度の話だけでは、おもしろくない。お

もしろくないと盛り上がらない。必ず、作品をみせるプロジェク

トと一緒に進めるべきだろう。EUがすごいのは、Europeanaとい

う欧州電子図書館、権利情報データベース、孤児作品法制を3本の

柱で同時に進めていること。「作品を見せますよ、あなたの作品

をこういう風に見せますよ。」といえば、権利者だって考える。

権利情報データベースの話しかしなかった一部の人しか真剣に考

えてくれない。ということで、賛成である。

吉見

　税制によるインセンティブ、どういう風にビジネスモデル作って

いくのが良いのか、ご提案・アイデアがあれば。

後藤

　話を2つに分ける。情報財の価格の付け方は、経済学でハッキリ

した議論がある。『Information Rules』（Shapiro and 

Varian,1999）の中で、すでに言われている。ゲームの場合、情報

経済の論理に沿って上手に課金制度を作って成功しているようで

ある。プラットフォームを作っている企業と小さなソフトメーカ

ーの共存関係も上手くいっていたようである。他のコンテンツ産

業に比べて、ソフトメーカーとプラットフォーム企業の関係が緩

やかで（下請け系列化ではなく）、ソフト企業の研究開発が活発

だった時期もあった（ゲーム産業のような産業は非常に変遷が早

いため、いつもそういう状態とは限らない）。
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　情報を無料で提供というのは広告効果を狙っているので使えば

いい。今までの財と価格付が違うのは、限界費用が価格ではない

点である。複製費用（つまり限界費用）を価格にすると、価格が

ゼロになってしまう。作った人に収益が入らないから作り続けら

れない。そのため、支払いたいと思う人（消費者）の価値付けに

従って価格をつけるのが良いだろう。海外では、ハードカバーの

本は2、3万円もする。半年後にペーパーバックで安いものが出

る。

　航空運賃も同じようなモデルを採用している。様々な消費者の

価値付けに従って、全体で収益を上げるモデルである。色々な知

恵があるので使ったらどうかと思う。出版社・流通企業がいない

と成立しないビジネス収益をどういう風に配分するか、デジタル

になった時のルールをどうするか考える必要がある。政府の補助

金だけでは限界があるし、意思決定が政府だけだと多様性が生ま

れない。

　税制であれば、導入すると一気に広がる。上手に設計すれば、

市民社会の意思決定による寄付が生まれ、そこに減税を施すとい

う構造になる。政府のお金が市民社会の決定についてくるので、

かなり違ったサポートができる。オランダでは金融機関が文化フ

ァンドを販売している。文化ファンドは、他の投資に比べて収益

率が低いので、他の投資収益との差額分を所得税減税で補う政策

を行なっている。色々な工夫をして民間資金を引き出すためにも

税制は使える。
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パネルディスカッション

吉見

　会場とのディスカッションの前に、基調講演してくれた3名から

ここまでの議論を聞いて感想、意見を一言いただきたい。

渡邉

　文化情報資源がどういうものかというご指摘について、吉見先

生がおっしゃられたようにデジタル化に伴って資源化してきた、

利用可能になってきたというのが言えると思う。例えば、固定さ

れている風景を画像としておさめて公開すると、そこから更に利

活用されて色々なクリエイティブな活動がされ得る。なぜ利活用

を考えるのかというご指摘について、文化情報資源はサイクルを

質疑応答
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繰り返している。新規のものを作る土壌には既存のものがあると

太下さんがおっしゃった。出発点として既に存在する資源を活用

して、先にどうやってつなげていくかという観点から今回利活用

にフォーカスしたものと思っている。

柳

　いくつかお答えしなくてはいけないと思っている。赤松さんが

おっしゃったが、クリエータが関心を持つ余裕が無いのはそのと

おりだと思う。ただ関心が無いままでいいのかと思う。クリエー

タといっても、漫画はプロもいれば同人誌を描いているセミプ

ロ、アマチュアのプロ的な人もいる。あらゆる分野、音楽、小説

でも読みたい人より書きたい人が多いと言われている。クリエー

タと従来の読者のつながりをどう考えていくか、人材育成につな

がっていくのかと考えている。

竹本

　EUとアメリカと日本で、デジタルコンテンツ・プラットフォー

ムの覇権を握るために、著作権の法整備において国際的な競争が

おこなわれているという話は、目から鱗が落ちた。法整備は国家

戦略と密接に結びついている。文化情報資源政策研究会の集団と

しての意味はよく理解できた。後藤先生の指摘された有償化の問

題について、有償化しても収益が上がらないんだという指摘もあ

った。なにかのSFで、どんなコンテンツでも極めて安い値段でダ

ウンロードできる世界があると読んだことがあるが、なかなか合

理的な思考と思ったことがある。何でもかんでも無償化というの

は必ずしもいいこととは思えないと考えた。国立国会図書館で一

極集中でやるだけの予算がなく、制約があって難しいというのも

わかった。多極的な枠組みで、国全体で出来ればいいなと思う。

（会場質疑応答）

A氏（日経BP）

　産業政策として考えると、収入の発生するタイミングを考えない

といけない。電子書籍では、ある一定額にならないと支払いが発

生しない。紙の書籍は、パッケージされた時点でお金が入る。な

ぜ入るかと言えば、トーハン・日販といった取次が事実上買い上

げてくれるからだ。そのうちの10%を作者に支払うことで先に収

入を得ることができる。電子書籍でも、買い上げて支払いを担保

してくれる金融システムが必要だろう。その仕組みは評価経済の

ようなものがいいのかわからないが、銀行の視点ではない方が良

い。パッケージされた時点でクリエータに支払われる仕組みを作

らないと誰も生活できない産業になってしまい、衰退してしま

う。

B氏（学習院大学）
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　経産省と文化庁の縦割りが

弊害であるとの話について、

その間の領域を連携できる新

しい省庁を作るという解決法

のように聞こえた。その場

合、新しく省庁を作った所

で、また新たな縦割りができ

るだけで、どうしても境界の部

分ができてしまう。そうなる

と切りがなくなると思うのだ

が、どのように考えているか。

C氏（愛知大学）

　福井氏からあった米国著作権局の声明について、インターネッ

ト産業の要望を反映しているものことだが、日本ではどのような

動きがあるだろうか。そもそも日本にロビー活動ができるほど大

きなインターネット産業があるかという話もあるが、ご存知であ

れば伺いたい。

D氏（統計情報研究開発センター）

　私は現在、研究用に、演劇資料の間接情報に含まれる上演情報

のデータベースを整備しており、その利活用の一形態として、上演

回数の多い演目等について集計している。赤松氏の封印作品の話

で、時系列比較の話があった。演劇データベースで比較をおこな

うと、1970年代は演目数が順調に増えていく、創作にとって良い

時代だったと言える。しかし、それはどんな時代だったのか、70

年代・80年代の映像作品から探ろうとすると、差別用語等で引っ

かかるなどして、素材が存在しなかったり、アクセスできなかっ

たりするという問題がある。当時の作品を不完全な形でしか見ら

れない、という事実は、過去の時代背景を研究するためにも、将

来の文化に資するためにも障壁になっていると思う。

赤松
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　パッケージされた直後にお金が支払われる仕組みにするべきで

はないかという指摘について、たしかに電子書籍は1部売れて数円

という世界。これでは食っていけない。その代わり、絶版がな

い、ずっとロングテールで売れていくというメリットが手に入る。

どちらが良いのかは正直わからない。初版何万部でドバっと入っ

てくるのはいいが、その後、漫画喫茶・ブックオフ・Winnyでし

か手に入らない。そう考えると電子書籍のいい面もあるのでどち

らが良いかわからない。

　封印作品について、私の専門は「エロ」。同人エロは、15年く

らい前まで「モロ描き」だった。あるとき警察が入って「消し」

が入るようになった。緩やかな時代が続いて、ある時突然警察の

介入が入った時点から急に「消し」が大きく入るようになる。そ

ういう時代背景に伴うエロの自主規制「消し」の波と作品数の関

係を研究したいと思っている。ほとんど「消し」がない漫画とす

ごい「消し」がある漫画がある。ある年代で規制が緩やかだった

のがわかるようになる。業界からは「消し」を均一にして欲しい

と言われているが、それだと時代背景がわからなくなるだろう。

福井

　パッケージ化された時点で支払いが発生しないと食べていけな

いという指摘について、これは支払いタイミングの問題だろう。

収益化（マネタイズ）の可能性は十分あるが、まだ確実でない

時、誰がリスクテイクをするかということになる。売れるか売れ

ないかわからない状態で買い上げる場合、その誰かは必ず見返り

を要求する。だが、それ以前にマネタイ

ズ出来る構造が必要になる。構造的にほ

ぼもうからないなら、通常は支払タイミ

ングやリスクテイク以前の問題。最初

は、文化助成的な資金から出てくるかも

しれない。その場合、社会的なメリット

を提示する必要があるだろう。

　新たな省庁は新たな縦割りを作るだけ

という指摘について、新しく省庁を作る

とは限らず、連携が必要だろうと申し上
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げた。

　米国著作権局の話について。著作権が強いのは非人道的と思っ

て短くしようとしたわけでない。ネット業界からの圧力で、孤児

作品が多いとネットで覇権が握れないから実利として短くしよう

とした。ハリウッド産業は保護期間が長いほうが嬉しい。だから

登録作品は70年、未登録は死後50年と実利的に考えている。日本

の著作権行政にも随分そうした考えがでてきたが、従来は不十分

だった。最後に、封印作品はいろんな事情で生まれる。著作権処

理ができないだけじゃなく差別語、某芸能事務所が怒っていると

いった時。封印しようとした時、ツールとして著作権は強い。著

作権を主張することでアーカイブに載せることさえできなくな

る。著作権者さえ握ってしまえば封印してしまうことができる。

解除させようとするのであれば、著作権問題を乗り越える必要が

ある。赤松のP2Pによって封印作品が世の中に出回る話。デジタル

ブラックホールの回答の一つである。分散型は情報が失われにく

い。

後藤

収入が発生するタイミングは、契約の問題である。ゆえに契約は

非常に重要ということを赤松先生にも言いたい。収益が上がって

いるのにクリエータがお金とれていないのは契約の問題かもしれ

ない。クリエータも契約書をよく読んでほしい。

赤松

　メジャー誌のなかで契約書をまともに読んでいる人はいない。

それよりも先に、「ネーム（下書き）がつまらない。」とか「ア

ンケートが悪かったよ。」

と言う話がくる。クリエー

タが契約に興味を持たない

のが悪いという話をよくさ

れるけども、クリエータ

は、面白い作品を書くのが

仕事だと思っている。農業

で言えば、農家は旨い米を

作るのが先決で、それしか

考えていない。どうやって

売るかを考えた時に、農協

との契約書を見ろとか言わ

れてもなかなかそうはなら

ない。

後藤

　その気持ちもよく分か

る。話を契約に戻すと、例

えば、出版社によって、あ
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るいは本の性質によって印税契約も全然違う。ある時には、出版

社が、刊行した時点で気前よく印税を全額払ってくれるが、1刷で

は印税がなく2刷で初めて印税の支払いがあるケースもある。印刷

部数の半分が売れた時点で印税の支払いをする出版社もあると聞

いたことがある。

本の製作コストや販売部数によって、印税契約や印税率も様々で

ある。出版社は収益（利益）を最大化したいし、著者は印税収入

つまり売り上げを最大化したいので、両者の利害は必ずしも一致

しない。

流通と創造の契約形態も様々である。最初に一定額をクリエータ

にあげて、後は売上に応じて収益を配分するとか、成果がよかっ

たら次も契約する等である。リスクテイクするところが収益を取

ればいいという論理で、プロデューサーが収益配分を決めるとい

う考え方もあるが、やり過ぎると創造側から新しいものを作るイ

ンセンティブを奪ってしまうので、程々にしなければいけない。

契約にも多様な形態があることを勉強していく必要がある。

　新しい省庁を作るという話だが、それより交流・連携する機会

をもっと作るべきだろう。無形文化財・伝統的工芸品の同じ産地

に、別省庁の政策が実施されているのにお互い何をやっているか

知らないということがある。話し合いの機会を作るべきだと思

う。

太下

　先ほど、省庁を統合しても新たな縦割り組織と境界部分ができ

るだけではないかとの話があったが、その通りだと思う。文化情

報資源の政策は、教育も関係がある、通信だって関係あるし、福

祉にだって関係がある。そのように関係する政策を挙げていく

と、結局全部の省庁を合併することになるが、そのような議論に

は意味が無い。 

　ところで、イギリス労働党のブレアが1997年に「クール・ブリ

タニア」を提唱し、クリエイティブ産業政策を展開したと日本で

は紹介されているが、現実は少し違う。英国政府がクリエイティ

ブ産業を推奨したことはその通りだが、所管省庁である文化・メ

ディア・スポーツ省（Department for Culture, Media and Sport: 
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DCMS）が、クリエイティブ産業という費目でいつ予算をつけた

かというと2008年が最初であった。すなわち、1997年に提唱され

てから10年が経ってからのことである。では、その間の10年は一

体なにをしていたかというと、クリエイティブ産業と定義した産

業セクターが着実に成長しているという事実を「Mapping Docu-

ment」という報告書でひたすら公表し続けたのである。 

　そして、こちらが大事な点であるが、文化・メディア・スポーツ

省には予算がついていなかったので、中央省庁内部でロビーイン

グをし続けたのである。さらに、関連する省庁からファンドレイ

ジング（資金調達）したのである。たとえば、産業政策をしてい

る省庁に、「クリエイティブ産業が伸びているから一緒に政策を

展開しませんか？」、教育所管官庁にも福祉所管官庁にも、「一

緒にやりませんか？」ということをアプローチし続けた。このよ

うに中央省庁内でファンドレイジングをしてクリエイティブ産業を

推進したのが英国のクリエイティブ産業政策の実態である。この

ようなかたちであれば、別に組織を合併する必要はない。日本で

必要なことは、こうした交渉ができるタフネゴシエーターの官僚

を作ることだろう。

　また、先ほどIT産業からのロビーイングの圧力があってアメリカ

著作権局が動いたという話があった。日本ではロビーイングとい

う言葉に悪いイメージがあるが、私は日本でも正しいロビーイン

グがもっとおこなわれたほうが良いと考えている。特定の産業セ

クターが、当該分野にとっても社会全体にとっても利益になると

思ったら、そのための政策を積極的に提言すべきであろう。我々

のようなユーザーであり、政策を見守る立場の人間は、是々非々

で「良い」と思えばその提言を応援すれば良い。違うときは別の

政策を提案すれば良い。そうやって政策議論がもっと活発になれ

ば良いと思う。 

　最後に封印作品について。封印作品において一番問題な点は

「面白い作品ほどお蔵入りさせられる」ということだろう。なぜ

かというと目立つからだ。面白いと思って皆が読む二次創作作品

ほど社会的に目立ってしまうため、もし作者が気に入らないパロ

ディをした場合、すぐに封印されてしまうというパラドックスが

ある。たとえば、ネットでしか見られない『ドラえもん』最終回

の二次創作作品がある。これはあまりに素晴らしい出来で目立っ

てしまったため、権利者が捨て置くことができずに封印されてし

まった。原作と同等くらいに泣ける最終回が正規には流通されな

い。これは何とかすべき状況であると思う。こういうものを容認

する社会において、文化はより豊かになると私は信じている。 

　これを変えるには、福井さんの提案された「パロディを容認す

る社会」を形成することであろう。日本版フェアユースのような制

度設計が必要だ。
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吉見

　省庁の話について、「文化経済省」は実現しないと思うが、全

般的に申し上げると行政において文化の概念が狭すぎる、部分化

されすぎていると感じる。伝統文化の政策とクールジャパンのア

ニメしか想定していない。中間の19世紀・20世紀に、2つをつなぐ

膨大な文化がある。映画・テレビ・出版・それ以外の無数の文化

がある。文化という概念が限定されすぎている。文化はプロセス

であり、プロセス全般は相当大きなフィールドである。諸々の省

庁に、文化というエレメントの横軸に入れる必要がある。それは

どうすればできるのか、強力な何かが必要と言える。

　封印作品に関連して一言申し上げたい。記録とは、語られなか

ったことも含めて記録することだ。1952年のアサヒグラフに広島

の原爆の写真が掲載され、反核運動の出発点になった。あの写真

だけでなく出版されなかったものも含めて色々な動きが存在して

いた。

（政策・制作現場関係者からのコメント）

E氏（文科省）

　省庁間の連携をせよという話が出ていたが、現場では非常に難

しい。人事異動がある。個人と個人で繋がっても、異動で切れて

しまうのが現実である。回避するには、文化というエレメントを

全部の省庁に入れる。「こういう文化国家を目指す。」という理

念を皆が共有して、そこに皆が向かっていくという状況を作らな

いといけないと考えている。

F氏（文化庁）

　後藤先生から、文化政策を根幹に据えよという話があった。福

井先生は、連携を取るべしという話だった。太下さんから省庁間

のタフネゴシエーターを養成し、ファンドレイジングせよという

話もあった。私も引き続き省庁間の連携を図っていきたい。今の

日本政府がしていることは、結果論であるはずのクールジャパン

を展開戦略にしており、勝ち組支援にすぎないと考えている。太

下さんのお話の、政策として実装すると真逆になってしまう例だ

と思う。正しいクールジャパン戦略のために、宿題をいただきた

い。後藤先生のお話の著作権・補助金・税制の3つの公的な介入方

法の他に、既存の先行制度への補完戦略という第4の道があると考

える。先日、福井先生・赤松先生に登壇いただいたシンポジウム

で、文化庁はクリエイティブ・コモンズライセンスの推進・連携

を表明した。他にも方法があれば、宿題としていただきたい。

G氏（NHK知財展開センター）

　NHKでは、莫大な過去の番組群をデジタル化（ファイル化）し

ている。これから数年かけて過去・現在の番組をデジタル化して
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いく。NHKは受信料で運営しているので、過去の番組にアクセス

できるようにせよと言われている。そこで、研究者に過去の番組

を見てもらったり、売れるものはDVDにしたり、NHKオンデマン

ド等で配信したりしている。皆さんから「私はこういうふうに使

いたいから見たい。」という意見をいただければ、それがアイデ

アになって、公開していくことを積極的に考えて行きたい。内部で

はなかなか知恵がなく、つい放送法・著作権のせいにしてしま

う。それを突破できる後押しをいただきたい。去年の秋から、早

稲田大学の学部授業で見ていただく試みを始めている。近現代史

の番組を掘り起こして提供した。学術利用として水俣病の番組を

掘り起こし、この春から法政大学で利用してもらっている。意

見、使い方のアイデアを皆さんから伺いたい。

H氏（東京国立近代美術館フィルムセンター）

　渡邉ペーパーの中で、米国NARAと日本の国立公文書館の予

算・人員の違いに関する指摘があった。美術館・博物館は、利活

用以前にアーカイブの現場である。利活用を活発化させたくて

も、それ以前の段階で現物をどうアーカイブしようかという課題

を抱えている。予算や人が足りないということだけを言っている

のではなく、利活用を活性化させることが、現場の活性化につな

がるようなアイデアが必要である。せっかく色々なコンテンツを

持っていて、ある程度の点数が活用可能な状況にある。アーカイ

ブの現場を活発化させる方策があれば伺いたい。

吉見!

　政策・アーカイブの現場からの意見をもらった。これを受けて

パネリストからまとめの意見をいただきたい。

赤松

　政府のクールジャパン戦略について、現場の意見を言う。留学

生が来ているが、日本の科学技術や車には興味がない。興味があ

るのはアニメ・漫画だけ。クールジャパンの根幹は「萌え」であ

り「美少女」である。そこへ来て、表現規制とか児童ポルノの単

純所持の違法化等、創作の現場はどんどん力が弱まっている。委

縮させるような規制をあまり強化しないでほしい。500億円のファ

ンドよりずっと効果があるということをロビーイングしたいのだ

が、誰も賛同してくれない。福井さんからP2P活用の話があった

が、P2Pは存在していて良いのだろうのか？

福井
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　個人的に海賊版は大嫌い。違法P2Pが良いとは思わないが、分散

型のシステムは強いという話。その効用も理解した上で政策を決

めるべきだろう。

赤松

　日本の電子書籍プラットフォームが失敗しているので、これか

らAmazon・Appleにコンテンツが流れていく。そうなると文化の

プラットフォームを外資に握られてしまう。Appleは、理由を言わ

ずに表現規制する。何とかしないといけない。しかし誰も興味を

持ってくれない。

福井

　プラットフォームの話は、ここからさらに2時間延長できる話題

だ。表現規制が話題の昨今、最も恐ろしい検閲機関は、政府でな

くプラットフォームである。とても強力で実効的だ。その対策を

考えつつコンテンツや文化の振興を十分考えるべきである。また

シンポジウムを開催してほしい。

　政府がやろうとしているクールジャパン政策について、勝ち組

支援には意味が無いだろう。勝ち組は既に出て行くことができ

る。政府は、埋もれた多様な作品が彼らの良さを発揮できるイン

フラ整備に力を注ぐべきだ。クリエイティブ・コモンズの採用は
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大いに結構。契約や著作権の専門家育成、国際契約交渉できるプ

ロデューサーの育成は喫緊の課題だ。二次創作の豊かな土壌を残

していくような様々な知恵を出し合おう。個人的には、字幕助成

金をあらゆる分野で大いに拡充してほしい。ネット上で日本の作

品が上がっていれば英語の字幕や概要が必ず付いているような状

況にしなくては「日本文化を発信」といっても難しい。その際に

注意してほしいのは、素晴らしい字幕は民間でやってもらい、公

的な資金でやるときは、そこそこの品質で、できるだけ広く、た

くさんつける方向で実施してほしい。ボランティアの力も大いに

使うべし。

後藤

　2つ申し上げる。クールジャパン政策について、雑菌のような存

在も含めて土壌を耕すことが重要だろう。豊かな土壌がないと次

のものが育たない。我々の現在の文化は、過去の文化ストックに

支えられている。文化ストックを充実させていくのが基本戦略に

なる。その際、プラットフォームのヘゲモニーという話があった

ように、流通についても、グローバルな視点から早急に検討し変

えていくべきだろう。情報通信産業で日本が最も弱いのは、プラ

ットフォームの部分である。

　次に、政策の担い手について、省庁の統合か連携かという話が

あった。環境問題は、全省庁が環境問題の解決に向けて連携しな

いと目標を達成できないように、文化政策についても、二項対立

でなく連携していくべきだろう。文化審議会・文化政策部会の委

員をしていた2年くらい前、「文化庁では弱い、文化省にせよ。」

という意見が、委員全員から出た。だが実現していない。省にな

ってもいい。ならないと吉見先生の言ったような包括的な文化政

策はできないと思う。

太下

　私はアグレッシブな意見を提案するためか、提案したのになぜ

か封印されてしまうアイデアがいくつかある。封印されているアイ

デアの一つとして「記憶のミュージアム」がある。現在、震災アー

カイブとして、東日本大震災そのものとそれ以降のアーカイブが

注目されている。しかし、それ以前のコミュニティの記憶が忘れ

られようとしている。私は震災直後に、瓦礫の中に家族のアルバ

ムが埋もれているという光景をテレビ番組で見たことがある。こ

のように泥まみれになったアルバムの写真は果たしてゴミであろ

うか？　もちろん、それは所有者の判然としない孤児作品かもし

れない。また、その保存にあたってはプライバシーの問題もある

かもしれない。それでも、洗ってデジタル化しておくべきだと思

う。幸いにしてボランティアによる保存活動も進んでいるが、現

状の法規のもとでは、それ以上進めないでいる。私はこれらの写

真を地域の記録、コミュニティの記憶として残しておくべきだと思
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う。そして、これをどうしたらいいかと考えた時に初めて政策議

論になる。これは、国民的な議論にならないといけないし、国民

で議論すべき価値のあるテーマだと思う。こうした議論を通じ

て、文化情報資源政策を考えていくべきだろう。

吉見

　今日は「文化を作る」というのが大きなテーマだった。「文化

を作る」というのは、美しい生花を生けるよ

うに、飾ったり選んだりすることではない。

土壌を耕すことである。具体的には、ひとつ

は専門家を作ることだと思う。専門家の声を

創出し、法的な仕組みを整備する。制度整備

をすることだろう。どういう養分がすでにあ

るのかを調べあげて、その養分を活かす道を

探すべきと考える。大震災のアーカイブは、

土壌を作るひとつの実践として良いトライア

ルになる。漫画も良い文化だろう。そして災

害も文化と考えられる。ひとつの文化で、こ

れほど多くの災害を経験しながら生き抜いて

きた社会は少ない。災害が深く文化に根付い

ている。これは日本だけのものだけでなく、

人類に共通する世界性の持ったものだ。文化

とは、巷で「文化」と言われているものだけでなく、より広がり

を持っている。それらを含めた文化政策が必要ではないだろう

か。産業政策、経済、法制度、創作の専門家からの意見を受け

て、いくつかのステップが必要だというのは分かった。誰が何を

しなければならないか、取っ掛かりを掴めたのではないかと思

う。（了）
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