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[50音順] 
 菅原 瑞夫   （社団法人日本音楽著作権協会 常務理事） 
 
 
司会 皆さま大変お待たせしました。ただ今より、第 2 部のパネルディスカッションを始
めさせていただきます。テーマは、「動画共有サイトに代表される新たな流通と著作権」で

す。コーディネーターとパネリストの皆さまがご登壇されますので、どうぞ拍手でお迎え

ください（拍手）。 
 それでは最初に、本日のコーディネーターとパネリストの皆さまをご紹介させていただ

きます。皆さまから向かって左手から、本日のコーディネーターをお願いしました中央大

学法科大学院教授で弁護士の安念潤司様です（拍手）。 
 続いて、パネリストの皆さまをご紹介します。株式会社ドワンゴ代表取締役会長の 
川上量生様です（拍手）。そのお隣は、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授の

岸博幸様です（拍手）。続きまして、立教大学社会学部メディア社会学科准教授の砂川浩慶

様です（拍手）。そのお隣は、株式会社ホリプロ代表取締役社長 COO の堀義貴様です（拍
手）。そして最後に、社団法人日本音楽著作権協会常務理事の菅原瑞夫です（拍手）。 
 これから先の進行は、すべてコーディネーターの安念先生にお願いします。 
 それでは、安念先生どうぞよろしくお願いします。 
 
安念 本日は、お忙しいところ、多数お集まりいただきまして誠にありがとうございます。

これから約 2 時間ですが、私がコーディネーターを務めさせていただきますので、どうぞ
よろしくお願いいたします。 
 「動画共有サイトに代表される新たな流通と著作権」というテーマですが、このテーマ

を論ずる際にはどうしても欠かせない問題、問題のすべてではありませんが、依然として
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重要な問題の一つは、違法な流通、つまりは許諾を得ていない著作物のアップがどうして

もあるということです。これは一般の犯罪と同じことで、なくすことはできないけれども、

なくすように努めないことには流通も促進されないという、これはどうにもしようがない

課題です。この問題に対処する方法は、多分一つしかありません。個別の権利者が個別の

違反者を追及するということは、コストの面から見て、とてもできることではありません

ので、権利者を何かしら束ねる仕組みが必要でしょう。一方、個別の違反者を追及するこ

とはできませんから、違反者が出るであろう、違反者が利用するであろうツール、ビーク

ルと申しましょうか、サイトを管理する者がいて、その管理者に対して何らかの義務付け

をするというやり方以外は、多分、実効的な方法はなかろうと思います。 
 取りあえず、まず 1 巡目として、各パネリストの皆さまには、今日のテーマについての
ご自身の認識やお考え、スタンスといったものを、自己紹介を兼ねて数分でお話しいただ

きたいと思います。まず、まさに当事者でいらっしゃる JASRACの菅原さんから、今、申
し上げたような意味での違法行為をできるだけ少なくしようという努力についてご紹介い

ただいて、議論の口火を切っていただきたいと思います。 
 
菅原 JASRAC の菅原です。とある世界では、最近、「大魔王」といわれています。ただ、
私が大魔王ですと、最初にごあいさつした理事長はどうなるのだろうと悩んでいるわけで

す（笑）。特に、今回の動画投稿というか、共有サービスでの問題については、昨年、JASRAC
はこのような条件（参照 URL: http://www.jasrac.or.jp/release/07/07_4.html）を公開し

て、その後のお話を進めています。内容はごらんいただければと思いますが、整理の上で、

背景も含めてお話をさせていただきます。動画共有サイトというのは、受ける視聴者側と

サイト運営者を見ると、普通の動画の配信サービスと何ら変わりません。そこで集まった

コンテンツをどう見るかということだけです。ただ、どこが違うかというと、そこのコン

テンツの集め方です。通常のものですと、恐らくコンテンツホルダーとの間の契約関係に

よってコンテンツを集めるということなのでしょうが、共有サイトの特色というのは、一

般の視聴者の方であるとか、そちらから投稿されたものがたまってコンテンツになってい

くというところがあります。 
 最初の取っ掛かりなので、硬い話もさせていただきますと、配信事業では、サイト側か

ら送り出すのは公衆送信権（送信可能化も含む）というところで、著作権の上では何も問

題はありませんが、投稿した側の問題ということです。個人で作ったコンテンツ、人の素

材を使ってしまう人はもちろんいけませんが、オリジナルの映像をもし作ったとしても、

それ自体は問題ない。ただ、音楽の場合、多くの場合に BGMとして音楽を使うわけですが、
これもご自身の作ったものであればよろしいのでしょうが、多くは既成の音楽を使います。

そうすると、作った時点では恐らく私的複製であろうと。ただ、それを公開するというと

きに、私的複製の目的外利用ということになって、権利が及んでくるということになるわ

けです。では、その処理をどうするかというときに、こちらの条件にある一つの工夫とい

http://www.jasrac.or.jp/release/07/07_4.html
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うものがあります。 
 2 番に「管理運営する事業者とし、サイト内の映像作品全ての利用責任を負うこと」と、
分かったような分からないようなことが書いてあります。要は、本来、コンテンツを作っ

て目的外使用をしたというときに、作った人にその責任が及ぶのですが、共有サイトにお

いては、そのたびにアップロードするということがあるので、一人一人、一つずつのライ

センスというものを重ねていくというのは、社会的にも大変不合理だろうと。それであれ

ば、サイト側でそのことも含めて全体をまとめて、ライセンスという形でできれば、それ

ぞれの合理性があるのではないかというところで、こういうものをお出ししました。 
 現在、日本での多くの共有サイトの方とはお話を進めており、一部、マスコミではライ

センスを得たと報道しているサイトもあります。そこもやはり二つに分けて整理できると

思います。例えば映画であるとか、放送番組であるとか、既成のコンテンツについてはサ

イト運営者とコンテンツホルダーとの契約等によって、適法な提供ができます。また、個

人のもので、ほかの権利を侵害していないのであれば、サイト運営者が持っている音楽に

ついてのライセンスの中で、全体が適正に動いていくだろうという考え方です。先ほど安

念先生からもありましたが、対決をしてというか、排除を常にやっていくということもな

いわけではないでしょうが、同時に、これが今、それなりの人気というか、アクセスも増

えてきているということは、そこにやはり社会的なニーズもあるのだろうと。そうだとす

れば、そこでライセンスという一番の基盤になるのが、恐らく音楽であろうということで、

こういうことを進めました。 
 最初のお話ですから、ちょっと硬めに・・・。以上です。 
 
安念 大変硬めのお話をいただきまして、ありがとうございます。硬めのお話は結構です

が、それには多分いろいろストーリーがあるのだろうと思います。まずは、川上さんでい

らっしゃいますが、皆さんご存じのとおり、ドワンゴの会長さんです。もちろん着メロで

大いに世に出られた方ですが、最近では多分、ニコニコ動画というもので、また一世を風

靡しておられます。ドワンゴさんは、まさに JASRACと先ほど画面に映っていた協定を結
ばれたお立場です。さぞやいろいろな圧迫を受けられて、JASRAC というのは大変に強欲
であるといった、非常に楽しいお話が伺えるのではないかと期待しつつ、まずはオープニ

ングのお話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 
 
川上 ドワンゴの川上です。すみません、われわれの子会社の方でニコニコ動画というも

のをやっておりまして、ここにいらっしゃる方にも、どんなならず者の軍団だというよう

に、世間的に思われることの多い会社ですが、実際にはそれなりに話の通じる会社である

ということを、今日はできるだけアピールしたいと思ってまいりました。ちなみに、契約

はまだ結んでいません1。 
                                                   
1 このシンポジウム開催後の 2008年 4月に契約締結済み。 
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安念 そうですか。失礼しました。 
 
川上 今回、動画共有に関する著作権のお話ということなので、われわれがどのように事

態を認識しているかということについて、ご説明したいと思います。今、ニコニコ動画を

ご利用になっている方は多分お分かりになると思いますが、実は世間で思われているニコ

ニコ動画の著作権侵害のされ方と、実際の形は少々違います。これは特に YouTubeさんや
ほかの動画サイトさんと、ニコニコ動画の中ではやっている動画の傾向が相当違います。 
 それはどういうことかというと、例えばテレビ番組の丸上げや、アニメ番組の丸上げ、

もしくは音楽の PVをそのままといったものも、ニコニコ動画に投稿されるケースは当然あ
りますが、それほど人気になる、ランキングの上位に上がってくることはありません。割

合としては非常に小さいものになっています。さらにわれわれの自主的なパトロール削除

というものも行っているので、その割合というのは、去年の 8 月以降、さらに少なくなっ
ていますが、そのような削除を行う以前から、著作物そのままの利用の形というのはニコ

ニコ動画では主流ではありませんでした。何が主流かというと、二次利用（マッシュアッ

プ）といわれるパロディ作品のようなもので、そちらがニコニコ動画では人気になってい

ます。これは文化的というか、考えると、昔、ネットがなかった時代から、楽曲や NHKの
ニュースなどをカセットテープでつなぎ合わせて、友達間で配り合うというような文化が

あったと思います。もしくはいろいろなコンテンツのパロディなど、内輪ねたとして盛り

上がっていたものが、ネットが登場したことによって、それがニコニコ動画によって拡散

しているというのが現在の実態だと思います。この文化自体に関しては、特に著作権者が

文句を言わない、もしくは著作権者に不利益にならない形であれば、世の中に残っていい

文化であると考えています。 
 著作権の侵害に対して、うちがどのような対応を取っているかということですが、そう

いう状況認識の下で、とはいえ、著作権者が望まないような著作物がアップされるという

のは、丸上げであろうが二次利用であろうが削除するということは大前提として、われわ

れの方針としてあります。ただし、著作権者といってもいろいろいらっしゃいます。例え

ば最近、ネットでも話題になりましたが、われわれはテレビ局さんや大手のレコード会社

さんといったところの著作権削除要求にはすぐ対応するのに、個人の作ったものが勝手に

アップされた場合に対応できないといったクレームなどをいただいています。実際に著作

権者といってもいろいろあるわけで、毎日のように新しい著作物が生まれています。 
 その著作物を侵害しているかどうかの管理をどのようにするかというのは、現実的な解

を今、模索中です。これは恐らく完全にやることは不可能なので、できるだけ多くの人に

納得していただけるような削除のルールを決めていかなければいけないと思っています。

当然、われわれの方は、「著作権侵害です」と言っていただいたものはすぐに削除しますし、

そうでないものについても、著作権者との個々の話し合いになっていますが、例えばテレ
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ビ番組については、テレビ番組と分かるものについては削除しています。これも誤削除な

どいろいろあって、そのたびにわれわれはユーザーからたたかれるという、つらい、板挟

みの立場にありますが、そのような対応をしています。その中で、できるだけ現実的なと

ころで、削除のルールを模索しているというのが現状です。 
 ただ、個別の対応だけでなく、もう少し網羅的にできないかということで、例えば

YouTubeさんなどでもされていますが、例えば動画 IDのようなものを作って、それによっ
て自動検知するような仕組みというものも今、開発しています。もしくは、そういうネガ

ティブな方向だけでなく、ユーザーさん、もしくは権利者さんがニコニコ動画という環境

で、何かビジネスであったり、もしくは単純に楽しんだりといった文化を共有できるよう

に、著作物を管理できるような仕組みも内部で検討しています。これは対外的にも何度か

そういうものを作ろうとしているということはいっており、まだ発表できる段階にはあり

ませんが、そういったことを行っています。 
 この後、質問の時間などもあると聞いているので、その他、いろいろなお話については、

そのときに言っていただければと思います。 
 
安念 どうもありがとうございました。いきなり非常に重要な問題を提起していただいた

と思います。削除のルールというのがキーワードだったようですが、それは著作権法とい

う法律の中身をもちろんベースにはするのでしょうが、多分それぞれのサイトの文化的な

環境に応じてローカルなものになっていくのだろうと思われます。それを現在模索中であ

るということで、大変興味深く伺いました。 
 次の岸さんですが、よくご存じの方はご存じだろうと思います。何のご専門と申し上げ

ればよろしいのでしょうか。不良債権処理もやっておられましたね。 
 
岸 郵政民営化もやりました。 
 
安念 郵政民営化もやられた。今は何をやっていらっしゃいますか。 
 
岸 今は、取りあえず通信・放送融合という関係・・・。 
 
安念 今のご専門はそうだそうです。すみませんが、基本的なご認識なり、お立場をご説

明いただけますか。 
 
岸 どうも皆さんこんにちは。慶應大学の岸です。私はもともと役人をずっとやっており

まして、小泉政権では竹中平蔵の秘書官という形で、いろいろな改革をやってまいりまし

た。そういう意味で、一応、自分は経済政策の専門家のような立場にありますので、そう

いういろいろな役所や政治の側から政策をやってきた者から見て、この問題をどう見るか
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と。最初に何を言ってもいいということだったので、権利の問題に限定しないで、問題提

起として幾つかポイントを説明したいと思います。 
 まず、この分野のプロパーの問題に入る前に、この分野がいかに重要かということは、

いろいろな場で話していますが、ぜひご理解いただきたいと思っています。つまり、日本

経済は残念ながらピークを越えていて、10 年後には中国に GDP を抜かれるでしょう、一
人当たりの GDPはどんどん落ちてきますと。こういう中で、日本が世界で今後も存在価値
を作っていくにはどうすればいいのか。要は、戦後、日本は経済しか世界で評価されてこ

なかったわけで、それが落ちだしてくる。世界第 2 位の経済大国は使えなくなる。そう考
えた場合には、新たな日本の存在価値を強化しないといけないというのが、経済全体を考

えた場合の大前提です。その場合、それは何になるだろう。いろいろな国の例を見ている

と、これは国際政治の用語になりますが、明らかにそれはソフトパワーになりますね。こ

のソフトパワーの構成要素としては、やはり文化というものが一番大事です。それ以外に

情報発信力など、いろいろなものがあります。幸い、日本は文化に関して、世界的に見て

も非常にレベルの高いいろいろなものがあるということで、やはりこういう文化というも

のを強化しないといけない。強化するためにも流通というのは大事になるので、こういう

ネットという新しい流通経路をどういう形で利用して伸ばしていくかということが問題に

なると思います。 
 そう考えると、ネットの問題だとすぐ、デジタル流通がああだらこうだらと言う人が政

府でも多いですが、やはり中身、文化でいえばコンテンツの部分の重要性を忘れてはいけ

ないということが第 1 にあると思います。そういう意味でいえば、報道でご存じの方もい
らっしゃるかもしれませんが、CULTURE FIRSTという試みが、いろいろな分野の実演家
の団体がみんなで力を合わせて、JASRAC さんも協力されて、1 月から始まっています。
こういった形で文化の重要性を訴えていくことがすごく大事だろうと思っています。 
 その次に、シンポジウムのテーマにも一番関係しますが、ではネットという新たな流通

との関係を考えた場合には、やはり現状、いろいろな問題点があります。今はだいぶ定着

しました、通信・放送の融合というものを最初に仕掛けた人間としても、そういう意味で

は非常にうれしい面もありますが、残念ながら、見ているといろいろ問題があります。ま

さに、川上会長がいろいろご説明されたように、そういう中で、関係者はみんないろいろ

調整していますが、根本的に考えて、ネット配信、ネットでコンテンツを出していくとい

うのは、今後、どの程度伸びていくのだろう。それが例えば 5 年後などを考えた場合にど
うなるのだろうと考えると、冷静に考えると、マスメディアが中心なのは絶対に変わりま

せん。ただ、それを補完するものとして、ネット、いわゆるデジタルメディア、ソーシャ

ルメディアの重要性は間違いなく高まっていくだろうと。だからこそ、そこでコンテンツ

がどんどん流れるようになるというのは、やはり文化を発信するという観点からもすごく

大事です。だからこそ、本来はネット配信という部分でも、ちゃんとルールが整備されて、

どんどん流通する方が望ましいと思います。 
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 よくいろいろな議論の中で、ではなぜネットの世界で、そう流通が増えないのかという

と、必ず著作権法が悪者にされます。もちろん著作権法に問題はないとはいいません。そ

こにも原因はありますが、では逆にいえば、著作権の制度だけが悪いから、本当にデジタ

ルでの流通が増えないのかというのは、何らかの形で検証しないといけないと思っていま

す。つまり、それ以外にいろいろな問題点があって、こういう状況になっているわけで、

では逆に、著作権法を変えれば本当に流通が増えるのかというと、そんなことはない。逆

にいえば、今の制度のままでもちゃんと契約をかえる、実演家やいろいろな関係者のギャ

ラを増やすなど、十分解消できる部分はあると思っています。そういう意味では、デジタ

ル流通になると、日本ではすぐ議論が曲がってしまうのを個人的には一番懸念しています。

最近でも、デジタル・コンテンツ法有識者フォーラムというところが、ネット法という、

訳の分からないものを提言していましたが、僕は、こういうことを提言するというのは、

作る側のことをちゃんと考えてやっているのか全然理解できないで、そんなことを言いだ

す前に、もっと別の面でもいろいろできることがあるだろうと思っているので、ちょっと

議論が曲がっている。 
 ついでに言えば、これも今日、ぜひ訴えたかったのですが、このネット法もひどいと思

いましたが、今、自民党や政治のレベルでは、もっとひどいネット規制法が検討されてい

ます。要は、これは青少年保護という題目の下に、携帯キャリアは未成年の携帯端末にフ

ィルタリングを絶対にかけなければいけませんとか、インターネット・サービス・プロバ

イダーやウェブ管理者は、青少年に有害な情報を削除しなければいけませんといったよう

なことをやろうとしています。本当に法律ができてしまったらどうなるかというと、デジ

タルメディア、ソーシャルメディアという、欧米では成長産業と十分に位置付けられてい

るものを、日本では間違いなく殺すことになると思っているので、こういったばかな規制

は絶対やってはいけないと思っています。先ほどのデジタル・コンテンツ法有識者フォー

ラムがいったネット法や、自民党のネット規制法など、残念ながら、本質から外れたとん

ちんかんな、僕の目から見て、若干違うような提案ばかりが多い。まさに JASRACさんな
ど、関係者が頑張っておられる地道な交渉、地道な調整というものに、あまり光が当たら

ない、評価されないというのはどんなものなのかなと思っています。 
 個人的には、そういう関係者が地道な努力を重ねた上で、かつ、ビジネスとしてちゃん

ともうかるスキームを作った上で、コンテンツがネットやデジタルメディアを通じて出る

ようにしないと、やはり日本全体にとって厳しい。ソフトパワーという観点もそうですが、

やはりユーザーの視聴環境という観点からもすごく問題になるだろうと思っています。そ

ういう意味でいえば、日本での関係者の議論や取り組みというのは、欧米に比べてかなり

遅れている面が大きい。これは残念ながら事実ではないかと思っています。 
 こういう議論をした場合に、例を挙げると、よくコンテンツが一番大事、コンテンツが

王様といわれます。私はちょうど 2 週間前、ニューヨークであったメディアサミットとい
う会議に出てきました。向こうのメディア関係者、マスメディアも当然たくさんいて、い
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ろいろな人が 2日間、議論をする場にいました。2日間で一番印象に残った言葉を一つだけ
紹介しておきます。「Contents is Kingはもう終わったよね。これからは Experience is King
だよね」と。Experience、つまり経験です。これは何を意味するかというと、例えばテレ
ビ番組を見ようと思ったら、テレビでも見られます。アメリカでは一番はやっている番組

はネット経由でパソコンでも見られます。ゲーム機でも見られます。携帯でも見られます。

屋外のビルボードで見られることもあります。要はユーザーから見た場合、同じものをど

こでどういう手段で見るかというのは自分で選べるわけです。そういう意味で、ユーザー

が一番自分に合っている、自分が使いやすいと思ったものを通じて見るようになっている、

つまり Experienceが一番大事になっている。その Experienceの中心がコンテンツだとい
うことです。そのように、本来はユーザーの視聴環境が便利になるというのが、デジタル

のネットワークの一番のメリットであると思っています。少なくとも向こうでは、メディ

ア関係者はみんなそういう認識であって、だからこそ、いろいろな形に取り組んでいます。

日本でもそういう取り組みがどんどん広がるよう、そのためにもこういう著作権に関する

ルール整備が早くできるように期待しているところです。以上です。 
 
安念 ありがとうございます。いきなり高めの豪速球を投げていただきました。なぜ議論

が曲がるのか、また、どのように曲がっているのかという点については、また後ほど深め

た議論をしていただきたいと思います。 
 砂川さんは今、大学の先生になってしまわれた、しまわれたというのはなんですが、も

ともとは民放連のプロパーの職員でいらっしゃったのですね。つまり、特定の放送局にご

勤務だったわけではなくて、事業者団体にご勤務でした。ですから、どちらかといえば、

ライトホルダー（権利者）のお立場ではありますが、個々の権利者とはまたちょっと違う、

一歩離れたお立場でご発言をいただけると思います。 
 どうぞよろしくお願いします。 
 
砂川 ご紹介いただきありがとうございました。立教大学の砂川と申します。よろしくお

願いします。今、安念先生からもお話がありましたように、私は 20 年間業界団体に勤め、
そのうち著作権の担当を 6 年ぐらいやっていました。従って、放送事業者を代表するなど
ということはできなくて、放送を多少かじったという立場から、今日のお話で 3 点ばかり
ポイントを申し上げたいと思っています。 
 一つは、「悪者探しからは何も生まれない」ということです。インターネットの登場、ブ

ロードバンドの普及以降、こういったシンポジウムなどでの議論では、大体、誰かを悪者

にして話が終わる傾向があります。かつて実感したのは、「著作権がネックだよね」と言っ

ている話で、著作権がネックになっているものはほとんどありません。それは著作権とい

うものが分かりにくいし、また、非常に怖い世界というようなイメージがあるからだと思

います。 
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 私自身の経験でも、４月に著作権部というところに配属されて、すぐに著作権関係のあ

る団体を作れと言われました。なぜか民放連が、そこの音頭取りをやるということで、15
の権利者団体を回って、その方たちにご了解いただいて一つの団体を作るという仕事でし

た。最初に思ったのが、やはり魑魅魍魎がバッコバッコしていて怖いなと。言っている言

葉もよく分かりません。ある団体に行ったときには、「あなた幾つ？」と言われて、当時、

私は 33歳でしたが、「33です」と言ったら、JASRACではありませんが、ある高名な権利
者団体の方から、「私はあなたが生まれる前から著作権の交渉をやっているのよ」と言われ

て、「ああ、そうですか」としか言いようがないわけです（笑）。そういう方に何を言えば

いいのか分かりません。そうすると、はた目から見ていると、著作権はある種、人質では

ありませんが、ネックにしておくと、それはそれでいいのかなと思う感があると思います。 
 それから、例えばブロードバンドの流通の話にしても、放送局が番組を出さないから、

これが普及しないのだという形で、放送局が悪玉になってみたり、放送番組の中で、この

後、お話しいただく堀社長のような実演家のところが問題なのだとか、ネックを探すこと

で議論が止まってしまうというのが、この議論が先に進まない一つの要因なのではないか

と思うのです。当然ながら、それには解決策があるわけです。実際に人間と人間が話をし

ていけば、落としどころは必ずあると思っています。今日、主催の JASRACさんと放送事
業者の交渉も、それこそ交渉当事者は夢に出てくるぐらい、すさまじい議論を重ねた上で

放送権の交渉のようなことをやるわけですが、そうやって話を進めていけば、必ず解決は

あるのだろうなと思います。ですから、逆の言い方をすれば、問題点はどこなのかという

のを冷静に摘出した上で議論を重ねていかないと、悪者探しをしていても、いつまでたっ

ても議論は前には進展しないのだろうと思います。 
 2 点目は、今日のシンポジウムのタイトルでもありますが、「流通ということだけ考えて
いいのでしょうか」ということです。私が著作権の担当だったころに、当時は日本経団連

という形ではなく経団連でしたが、経団連に呼ばれて、経団連でブロードバンドのルール

化をしたいと。「なぜ経団連なのですか」と聞いたところ、経団連の加盟者の名だたる大企

業がみな e-コマースのセクションを作ったのだけれども、「流すものがない」のよと（笑）。
それから当時、NTT さんもブロードバンドということを言い始めたころだったので、同じ
ようなことで NTT さんにも呼ばれて、「ブロードバンドを引くのだけれども、流すものが
ないのよ」と。そこで一致するのが、「だからテレビ番組を流してよ」というお話でした。

とはいえ、テレビ番組というのは、よくいわれるように、たくさんの権利者の方がいらし

て、この方たちにご了解を得ていかなければいけません。では、最初に作るときにオール

ライツをクリアすればいいではないかという議論もありますが、最初からこの番組はヒッ

トするというのは、なかなか分かりませんし、それで出演料なり制作費なりをかけるとい

うことが最初の段階では分からない。ある種、水物の世界でもあると思います。そうする

と、なかなか最初から権利処理をすべてオールライツクリアという形でできるという世界

でもないのです。 
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 そういうところで、流通ということはいわゆる何か物を動かすというようなイメージで

すから、やはり流通ではなくて、放送業界の言葉でいえば制作、つまり文化的な創造のよ

うなことが、そこのブロードバンドならブロードバンドで成立しないと意味がないと思う

のです。よく二次利用といいますが、これはいろいろ多義的に使われますが、二次利用で

とどまっている限りは、最終的に国民、視聴者、ユーザー的にもメリットがないのだろう

なと。つまり、ブロードバンドができてよかったねと感じるのは、今のテレビ番組がネッ

トで見られるということも、確かにその一つかもしれませんが、やはり新しい利用形態な

りが出てこないといけないのだと思います。 
 かつて、放送も電気紙芝居といわれた時代があったわけで、映画産業からは「何だ」と

いわれたわけですが、それがご案内のように、例えば力道山のスポーツ中継であったり、

放送ならではというものを生み出して、ユーザーの方に受け入れられたという歴史がある

わけですから、ぜひこのブロードバンドの世界でも、ブロードバンドというと、「ああ、あ

れ面白いよね」というような、そういう意味では、川上さんのところでおやりになってい

るようなこともぜひ頑張っていただきたいわけです。そういう新しい文化創造につながる

という世界で、流通という言葉がシンポジウムなどのタイトルで早くなくなってもらいた

いと正直いって思うわけです。 
 つまり 1点目が、悪者探しからは生まれない、2点目が、流通ではなくて創造をというこ
とです。3 点目は、「とはいえ、放送事業者は今のままでいいのか」ということです。これ
については、なぜ放送事業者にそういった期待があるかというと、一番幅広で、いろいろ

な方とお付き合いしているのは、今の日本ではやはり放送ということになるからだと思い

ます。これは先ほどの安念先生のご紹介でも、放送事業者は権利のホルダーという立場で

もありますが、たくさんの著作物を使っているユーザーという立場でもあります。それか

ら、例えば私が著作権の後に担当した地上デジタル放送というものを考えると、放送事業

者というのは受信機メーカーともいろいろな話をしながら、規格を決めたりします。権利

者とのお付き合いもあるし、受信機メーカーとのお付き合いもあるし、それから今は、サ

イトの方々とのお付き合いもあるということで、一番幅広に付き合っているのが放送事業

者ということになろうかと思います。そうすると、やはり放送事業者がある種のリーダー

シップを発揮する場面というのは期待されているのだろうなと思います。 
 その中で、今のテレビ番組という世界は、例えていえば戸籍のない世界だと思います。

例えば本を買えば、必ず本の後ろにはバーコードが付いていますし、コンビニへ行けば、

POS システムのようなものがあります。つまり所番地がはっきりしていないというか、そ
れでよかった世界なわけです。ただ、これがいろいろな形で、先ほど岸さんがおっしゃっ

ていたように、多メディア展開されるということを想定して、さらに川上さんもおっしゃ

っていた、これが正しいものか、それとも偽の、いわゆる違法なものなのかということを

判断するためには、やはり所番地というものが要ると思います。吉田審議官のお話の中で

も許諾コードということがありましたが、テレビ番組の総背番号制というと、また変な、
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いやらしい言い方になってしまいますが、所番地をはっきりさせると。例えば TBSの何番
の作品だというようなことがはっきりすることによって、よりテレビ番組というものも分

かる。例えば映画であれば、映倫コードというのが一つの所番地になっているわけです。

そういう地道な取り組みも含めて、放送事業者にはぜひ頑張っていただきたいと思います。

そうすることによって、良貨が悪貨を駆逐して、こういった技術の進歩がわれわれにとっ

ても非常にいいものになっていくのではないかと思っています。取りあえず以上です。 
 
安念 ありがとうございました。「悪者探しからは何も生まれない」というのは、ほとんど

結論に近いもので、ここから先、どうやって話を持っていこうかなと、ちょっと困ってし

まうぐらいですが、どうもありがとうございました。 
 お待たせいたしました。堀社長は、言わずと知れた天下のホリプロの社長さんでいらっ

しゃいます。著作権の概念を使っていえば、もともと音楽出版社でいらっしゃったので、

著作権そのもののホルダーのお立場でもあり、また、多数のタレントさんを抱えていらっ

しゃるので、実演家の権利を守るお立場でもあります。そういうお立場でご発言をいただ

けると思います。 
 先ほどちょっと伺ったところ、私事で恐縮ですが、私は去年まで成蹊大学というところ

におりまして、堀社長も成蹊大学のご出身だと。学生時代に、私のことを知っていてくだ

さったそうですが、しかし私の授業は聞いてくださらなかった、そういう学生さんと伺っ

ています（笑）。 
 どうぞよろしくお願いします。 
 
堀 ホリプロの堀です。随分たくさんお集まりでびっくりしましたが、多分、今日の主役

はドワンゴの川上さんで、それと戦う役で、ドラマでいうと、止めの役が私なのかなとい

う期待をされていると思いますが、多分そういうご期待には沿えないと思います。今から

お話しすることを聞いて、こういう考えもあるのだと思っていただければいいのではない

かと思います。 
 まず、私が呼ばれているのは、多分、プロダクションとして実演家の権利を守るという

部分にもおりますし、番組の制作会社、映像制作会社をやっていますから、いわゆる巷間

でコンテンツといわれているソフトを守る側の立場でもありますし、クリエーターも何人

かいますので、そのクリエーターの価値を高める側でもありますし、音楽出版も 40年以上
やっていると。そういう意味では、JASRAC さんとはずっとのお付き合いで、あらゆるジ
ャンルを網羅しているので、便利屋で呼ばれたのだと思っています。 
 今、菅原さんを入れて 4 人の方のお話を聞いていて、皆さんのお話が実現すれば、日本
はさぞかしいい国になるのだろうなと思いますが、実際には今、そちらの方向には向かっ

てはいないだろうなというのが、われわれ権利者から申しますと現実です。まず一つは、

砂川さんもおっしゃっていた、流通という言葉がなぜ今ごろ出てくるのだろうと。たくさ



JASRAC シンポジウム 2008.3.25 

- 12 - 

んの番組が死蔵されていて、それを流通させないから良くないのだと。これはまず放送事

業者とわれわれを悪者にした理論です。今どき、スーパーマーケットでもいい物を安くた

くさん仕入れて、大量に売ればもうかるというのもなくなりつつあります。プライベート

ブランドを作ったり、より価値の高い、利益率の高いもの、独自色をどうやって出すかと

いうことを考えて、流通というよりも、本当の意味での小売りになってきていると。そう

いう意味での流通という言葉が、それだけでは駄目なのだという時代に入ってきているに

もかかわらず、コンテンツに関しては、何となく流通させるとみんながもうかるというよ

うな幻想を抱かせていることをお話しする人がいるのでしょう。 
 それから、ネットの時代が来ると、日本がものすごく豊かになるというようなことが、

実態がよく分かっていない新聞にも書いてあります。ユーザーの利便性は高まって、クリ

エーターはものすごく重宝されて、コンテンツホルダーはすごくハッピーだと。過去、い

ろいろなプラットフォームができました。BS デジタルができたときも、CS ができたとき
も、例えばラジオでいえば、文字多重放送とか、キャプテンシステムとか、そのたびに仕

事がたくさん増えて、クリエーターも制作会社も引く手あまただといわれて、過去 1 回も
そういう経験はありませんでした。単純にテレビだけのことに関していうと、設備投資が

増した分、制作費が落ちる。落ちた分、視聴率獲得のために安全な番組が横並びに非常に

似通ったものになる。そこにスポンサーが安定的数字を求め始めて、分かりやすく、社内

で説明しやすい番組というところで、分かりにくい番組が淘汰されていって、今、午後 6
時台のニュースでも、肝心のニュースはほんの少しで、芸能ニュースとラーメンのベスト

テンと大食いをやっている。反対に、それを見ている消費者の人たちが、もっと質のいい

番組を流せと言う。完全なスパイラルになっている。その毎日のニュースのネタを見つけ、

それを収録して、編集して、放送に乗せなければいけないという過酷な作業の中で制作会

社が疲弊していく。 
 これから 10年先の日本の映像の、いわゆるコンテンツといわれているソフトを作る人間
が、今、どんどん減ってきています。こんな夢のない業界はもうないと思います。もちろ

んわれわれの会社でいえば、まず制作会社として AD というのが一番少ない。どこの制作
現場でも AD を探している。芸能プロダクションとしてタレントの現場に行けば、マネー
ジャーが居着かない。「マネージャー誰かいいの、いない？」といって探している。タレン

トになりたい人はどんどん増えているのに、マネージャーになりたい人がどんどん減って

いる、そういう現実があります。 
 その中にあって、コンテンツが流通すればうまくいく、知財立国として今の市場に 5 兆
円プラスしなければいけない。「一体どこに流すのですか」というのが、僕らのいつもの質

問です。経産省の会議に行っても、総務省の会議に行っても、今、話している話は、知財

立国を目指すためにネットにテレビ番組を流しましょうということなのです。ゼロサム社

会になっている、今の日本の飽和しきったマーケットの中で、ネットにアーカイブでも同

時再送信でも、たくさんのテレビ番組が流れて、それで一番困るのは多分、まず放送事業



JASRAC シンポジウム 2008.3.25 

- 13 - 

者だと思います。現実的に今年のテレビ各局の決算は非常に悪い。スポットの出稿が減っ

ているラジオに至っては壊滅的です。東京や独立系のFM局はまだ多少頑張っていますが、
ラジオテレビ兼営局の地方のラジオ局は、今、営業的に非常にきつい。現実的には、その

分がネットに行ったに過ぎないのです。ですから、日本のマーケットの中で取り合いをや

るようなことを、国がルールを決めたり、消費者の利便性を高めるという名の下に、一過

性の感情で法の改定などの愚挙に走ると、この国のエンターテインメントは必ず沈んでい

くと思います。 
 これは先々週、WIPOという世界知的所有権機構の SCCRの会議に行ったときも、権利
制限をしましょうと言っているのは、インド、ブラジルを中心とした新成長国とその他ア

フリカ、東南アジアの発展途上国だけで、アメリカと EU は権利を守りましょうと言って
いるのです。そういう中にあって、先進国であるはずの日本国内では、権利制限をしよう

などといっている。こういう先進国は多分、ほかにないと思います。 
 さらにいうと、今の日本というのは、実はお客さんは頭がいいのに、情報がきちんと発

表されていない。いい物を安く大量に買いたいという人よりも、自分の価値観に合った物

を幾ら高い値段を出しても買いたいという人も表れている。しかし、これは中国の方がも

っと進んでいます。金持ちは思いきり高い物を買いますし、お金のない人は全く買わない。

ですから、極端に言うと資本主義経済が非常にうまく進んでいるのは中国で、日本という

のは、非常にうまく進んでいる社会主義だと言われている。誰かがもうかったらたたく。

多分、実演家があんなに遊んでいるようなことをやっていて、もうかるのはけしからん、

権利を制限してしまえと。職業選択の自由というのがあるのに、自分たちが出た番組をネ

ットに流していいのか悪いのかという許諾権を取られてしまうというのは、職業選択の自

由に反していないだろうか。昔の番組はたくさんあるのだから、出せばいいじゃないか。

では、そこに今、活躍中の壮年の女優さんが水着姿で映っていたらどうしますか。「これは

孫には見せられないのです」と言ったらどうしますかという議論は一つもありません。 
 経産省の会議に行ったときに、「とにかく 5兆円のコンテンツ大国にするためには、皆さ
んの協力が必要です」と言われて、「申し訳ありませんが、それはどこを目指しているので

すか」と言ったら、とある政治家の人が「ハリウッドです」と言いました。「それは無理で

す」と（笑）。とてもではないですが、日本人で世界で活躍しているのは、英語をしゃべら

ない人で技術がはっきり分かる人で、日本の文化をアメリカに持っていくというのはまず

無理な話で、日本人がアメリカ人を使ってアメリカ映画を作ればいいのでしょうが、それ

を日本映画といえるかどうか。また、日本人がアメリカ映画に出演するという場合にでも、

アメリカ人のプロデューサーから見れば、日本人の役を中国人がやろうが、韓国人がやろ

うが、アジア人ならばそれでいいと。ですから、ハリウッドマーケットにアジア人は一枠

しか席がありません。ですから、大きなお金を稼ぐために、日本の文化そのものをハリウ

ッドに持っていくというのはちょっと無理があると思います。 
 ただ、一方で、今、全米ツアー、ヨーロッパツアーをやっているビジュアル系のバンド
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がたくさんいます。ギャラをもらって行っている。アメリカの昔の価値観というのは、マ

ッチョなのが男らしいというものでしたが、化粧をして女の子のような格好をして、スカ

ートをはいている男の子のロックを聞きに行って、自分たちもそのコスプレをやり始めた

人がいるのです。実は、これが「ジャパンクール」なのです。そういうことも分からずに

ネットの話をする。今、省庁や政治家で「コンテンツ、コンテンツ」と言っている人は、

多分、大学を出てからテレビなどほとんど見ていない人たちで、ドラマなど連続で見たこ

とはない人たちでしょう。そういう人たちがこういうことを言う。では、日本の連続ドラ

マを韓国に売りましょうということを平気で経産省の人は言います。しかし、日本の連続

ドラマというのはたいてい 11 本しかありません。世界の潮流で 50 本近くないドラマシリ
ーズというのは、3時間×3本ぐらいのテレフィーチャーなのです。ですから売れないので
す。短すぎる。なぜそういうマーケットリサーチをやらないのだと。 
 今、テレビ局はネット流通についてもなかなか意見を言えない状態になっています。と

いうのは、いろいろな過去の不祥事があったりして、テレビ局はけしからんという消費者

の声があるからです。例えばニコニコ動画であるとか、YouTubeであるとか、出てくると、
今度はテレビ局が文句を言わざるを得ない。しかし、あまりそればかり言いだすと、今度

はネット全体にそれが波及するということをわれわれも恐れています。では、僕らがすべ

てネットに反対しているかといったら、そうではありません。 
 先ほどの砂川さんの話の中でも、e-コマースをやり始めても流すものがないと言われてい
ましたが、ホリプロは 7～8年前にネット TVというものをやっていて、有料課金制のグラ
ビアアイドルの映像を流していました。しかし、それはもうずいぶん前に撤退しました。

課金で見てくれる人などいません。消費者のニーズは「タダにしろ」ということが一番で

あって、いいものを見たいということではありません。10年ぐらい前に僕のところに、「素
晴らしいブロードバンドができました。おたくのソフトを流すのだったら回線使用料を無

料にします」と言ってきた。回線使用料を払ってもらうのが彼らの商売の基本です。「それ

では絶対にコンテンツ産業というのはうまくいかないのですよ」と言っても、いまだにそ

の話をする。ユーザーが求めるコンテンツを有料で調達するという考え方を持っていない。

ここに問題があるのではないか。 
 僕は YouTubeもニコニコ動画も 100％否定しているわけではありません。YouTubeと仕
事をしそうになったときもあります。ニコニコ動画さんのものも、ある意味では応援して

いるところがある。というのは、テレビ局が流すものでは飽き足りない映像を見たいとい

う人たちが自分で作って流し始めたことに意味があると思うからです。僕も YouTubeで、
「後ろ足とけんかする犬」とかいうものを見て、面白いなと思いました。しかし、そうい

うものではなくて、ただ単にテレビの番組をそのままアップするというところにはセンス

がありません。しかし、センスのあるものも隠れているということに関しては、これから

この人たちを見過ごすと、クリエーターなど生まれてこないと。いわゆるテレビ番組の中

でも、ちょっとしたハプニングや、小島よしおが視聴回数世界で 5 位になったという「問
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題のシーン」は見たいというのは、放送してはいけないことが流れてしまうから見たくな

るだけなのです。ですから、アップする側の著作権意識というものが、今も、これから将

来も変わらない限り、こういうことはずっと出てきます。 
 ネット社会において著作権の一番の問題になっているのは、一般の人たちが知らないと

いうことと、知っていてやる人が混在しているということです。ニコニコ動画さんや

YouTube さんというのは例えれば地権者です。地権者のところで部屋を借りておいて、流
すのがアップする一般のユーザーです。しかし、地権者が「そんなことをやっちゃ駄目だ

よ」といったら追い出すことはできる。これはまず一時的な防止法だと思います。一番は、

例えば画面の隅に放送局のマークが入っている地上波のデジタルの画像をアップすると、

あなたは罰せられますよという恐怖心です。それがない限りは、音楽の交換ソフトにして

も、テレビの画像の違法アップロードにしても、これからも永遠に続きます。これを撲滅

するためにかかる人件費や、労力などを考えると、さらに日本の映像にかかわるエンター

テインメント産業は沈んでいきます。ムダなコスト高になってくるからです。ですから、

そういう経済の話をちゃんとしてから、文化の話をしてほしいし、技術の話をしてほしい。

今日はそれだけを僕は言いに来ました。 
 
安念 どうもありがとうございました。この種のシンポジウムは、今、何人かの方から既

にご指摘があったように、無数というと言いすぎかもしれませんが、随分数多くなされて

きました。そこで議論されてきたことは、大抵、一つは誰かが悪いというものです。これ

は当たり前で、人間というものは、他人の悪口に一番盛り上がりますから、それはそれで

仕方ありません。しかし、それにもかかわらずみんなで頑張ろう、そうすると何兆円だね

ということで、総決起集会で終わるというのが大体の締め方であったと思います。今日の

パネリストのご議論を伺っていると、ついにこの議論も成熟してきたという気がします。

というのは、そんなバラ色の未来というものは少なくとも自明ではない。これは分かりき

ったことだと思います。 
 その点で、私が伺いたいのは、第 1 に、これは一過性のものだったからしょうがないの
だということかもしれませんが、なぜバラ色の議論がこんなにも根拠のないままに流通し

たのだろうかということです。 
 それから、著作権、あるいは著作権者が悪いのだという議論が、これもまた、なぜかく

も流通したのかという問題です。 
 それから、もう一つ伺いたいのは、そもそもこの手のウェブサイト、動画サイトでも何

でもいいのですが、要するにインターネットで配信されるコンテンツ――絵でもいいし、

音声でも音楽でもいいのですが――はマスメディアとどういう関係になるのだろうか。つ

まり、マスメディアを侵食して、マスメディアに取って代わるようなものになるのだろう

か。それとも、先ほど岸さんがおっしゃったように、いわば補完の役割なのだろうか。そ

れとも全然別なのか。全然別ということの意味は、結局、マスメディアが作っていたよう
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なコンテンツではなくて、その種のウェブサイト上の情報というのは、これからは全く別

に作り始めていくのだろうか。これが私の当面持っている疑問で、今日、教えていただき

たいと思っていたことの一端です。どなたでもよろしいですし、またどの論点でも、また

別の論点でもよろしいのですが、今、私が申し上げた点についてご議論をいただけないで

しょうか。 
 どうぞ堀さん。 
 
堀 著作権というものが、一般の人から見ると何やら不透明に金が生まれていて、誰かが

もうけていると誤解されている節があるのではないかと思います。著作権使用料は不労所

得で、JASRAC が知らない間にふっと来て、善良な市民からお金を取って行ってしまうと
いうようなイメージがあったり、テレビを見ても、「なんであんな芸のないやつが、こんな

に稼いでいるんだ」とか、やはりどこかにそういう曲解があって、コンテンツやクリエー

ターや出演者に対して、まずリスペクトが低いというのがベースにあるのだと思います。 
 それから、二つ目のインターネットとマスメディアがどういう関係かというのは、マス

メディアは、やはり広くあまねく知らせるべきだと思うし、インターネットの、殊に、エ

ンターテインメントに関してだけいえば、数年前から僕は言っていますが、インターネッ

トで商売するというのは、ばか当たりなどを最初から考えてやるものではなくて、いかに

してコアをまず作るか。コアのグループを幾つ作るか、いつこれがまとまるか、そういう

ものだと思います。今の時代というのは、情報の選択は流し手ではなくて、受け手ができ

る。こういう時代になったら、インターネットはここが面白いと思う人です。国境もない

し、「ただ、日本語でやっている限りはインターネットは駄目ですけれどもね」というのが、

僕の考えですが。ですから、グローバルなコアメディアの集合体になったときには大きな

力を発揮すると思います。 
 
安念 しかもコアメディアがどのような属性の人であるかは、少なくとも地上波のように、

一方的に情報を流すものに比べれば、はるかに把握しやすいという特性は確かにあるでし

ょうね。 
 岸さんどうぞ。 
 
岸 問題提起的になりますが、幾つか思うことをいうと、先ほどおっしゃった論点に関し

ていえば、なぜデジタルコンテンツ、デジタルの流通ということばかり、このように政府

も喧伝したのかというと、自分が政府にいたからよく分かりますが、やはり政府というの

は無責任なのです。 
 
安念 いきなりそう来ますか。 
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岸 大体、政府が出すビジョンで、今まで当たったものはほとんどありません（笑）。中に

20 年いましたから自信を持って言えますが、大体、政府は外れます。ただ、それを残念な
がら、メディア側が大きく書いて、それで世論が誘導されてしまうという、日本ではどう

しても官の影響力がまだあるということがあって、みんなそれに踊らされてしまったのか

なと。 
 
安念 ちょっと待ってください。どうして踊らされるのでしょうか。銀行で散々ばかを見

たわけでしょう。役人の言うことを聞いていると裸にされると分かったわけではないです

か。なのになぜ踊らされるのですか。岸さんも踊らせた張本人のお一人かもしれませんが。 
 
岸 僕は正しい方で踊らせたのですが。 
 
安念 そうですか、失礼しました（笑）。 
 
岸 そこは残念ながら、やはりはやりというものにみんな乗りたがる傾向があります。た

だ、やはり難しいのは、この問題に関してだけは、著作権など難しい制度がある中で、そ

もそもマスメディアとデジタルメディアは明らかに違うものなのです。 
 
安念 そこはすごく興味がありますが、どう違うのですか。 
 
岸 アメリカは日本よりもこの分野がすごく進んでいて、みんないろいろな実験で、試行

錯誤で失敗しました。いろいろな人間と議論をしていると、「やっぱりデジタルメディアと

いうのは、マスメディアと絶対に違うよね」と。その場合に何が違うのかというと、キー

ワードが五つぐらい出ます。一つはシェアという概念であり、一つはコミュニティ、コミ

ュニケーションという概念であり、一つはユーザーのエンゲージメント、日本語に訳しに

くいのですが、そういう観点があります。4番目にユーザーのレレバンシー、要はユーザー
との関連付けが大事だと、最後はオンラインビデオだと。大体、これがデジタルメディア

の特徴であって、要はマスメディアというのは、言い方は悪いですが、ダーッと広く流し

て、チャンネルを合わせて見てくれますよね、新聞を見てくれますよねと。それに対して、

デジタルメディアというのは、ある種、コミュニティを作るという部分がすごく大事であ

るし、ある種、ユーザーに届けるという部分があると。やはりメディアの特性が全く違う

と。そういうものが明確になっているにもかかわらず、残念ながら、日本でこの問題を議

論する人というのは、この特性を無視して、マスメディアの延長で流せるはずだろうとか、

それを流して成功するはずと。もしこれは権利がクリアできても成功するはずはないので

すよね。それで失敗した例は世界に山ほどありますから、そういう特性を考えなければい

けないはずです。ですから、そこは残念ながら、違うメディアなのだけれども、マスメデ
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ィアを補完するというか、オーバーライドするというか、並ぶものだというような変な思

い込みが結構多くのプレイヤーのベースにあるのかなと。 
 僕もいろいろな人を批判していますが、テレビ局などはみんなかわいそうだと思います。

これはテレビ局も頑張ってほしい、実際に頑張っていますが、では、これだけブロードバ

ンド化した中で、本当にオンラインビデオという大事なコンテンツは、テレビ局しかでき

ないのかといったら、そんなことはないわけです。皆さん、もし時間があったら、アメリ

カのいろいろなローカル新聞のサイトを見てください。オンラインビデオがてんこ盛りで

す。結構、新聞社はみんなカメラマンをトレーニングして、映像を撮れるようにして、映

像を流しまくっています。でなければ、そもそも人が集まらない。要は新聞だからといっ

て、デジタルメディア展開する場合、テキストだけというのは日本ぐらいではないでしょ

うか。 
 そういうものを考えると、本当はオンラインビデオという観点から考えれば、コンテン

ツの本丸の部分は、いろいろなプレイヤーが作れるはずです。テレビ局ばかりでなくても、

もっといいものが作れるところがあるはずです。実際、私が最近感動した映像は、アメリ

カのニューヨーク郊外の「Newsday」というローカル新聞があります。このサイトを皆さ
ん 1 回見てください。ここで、ビデオではなくスライドショーで、地元の難病の子の感動
的な物語をやっています。これはまさにボイスと写真、テキスト、一部分ビデオの組み合

わせでそのように展開して、立派なノンフィクションのストーリーを展開しています。こ

ういう取り組みはたくさんあるので、そこは工夫のしようなのだろうなという感じがして

います。 
 
安念 川上さんいかがですか。それこそニコ動を拝見していると、やはり先ほどもご紹介

があったように、ある意味で、非常に伝統的に日本的なものを感じます。つまり、悪く言

えば、楽屋落ちなのだけれども、その面白がり方が句会、気の合った同士で特定のテーマ

で俳句を読んで、お互いに披露し合っているような感じがややあって、私は非常に好感を

持ちました。川上さん自身は、テレビを中心とするマスメディアと、ご自身が運営してお

られるウェブサイトとはどういう関係だとお思いになりますか。 
 
川上 先ほどからのお話で、堀さんなどがビジネス的に合わないというお話をされていま

したが、そういうものは僕も当事者の立場からすごく感じています。実際、テレビ放送番

組を、例えばニコニコ動画に出してくれとわれわれがお願いするとして、相手の立場だっ

たら、やはり出しません。出す理由がありません（笑）。例えばコンテンツをホリプロさん

に「出してください」といっても、限定的に宣伝になるようなケースもあるかもしれませ

んが、ビジネスとしてもうかるようなスキームを、多分われわれは現段階で提案できませ

ん。これはわれわれだけの問題だけではなくて、インターネットの業界というのは、今ま

で始まってから、その答えを常に出していません。コンテンツ業界がもうかる仕組みとい
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うのは、どこも提案できていない。ただ、コンテンツはフリーであるべきだという、よく

分からないスローガン的なものがまん延していって、悪く言えば、IT 業界の人たちが何か
理由を付けて、コンテンツをただでだまし取ろうというような構造があると思います。そ

れで、ＩＴを分かっていないので、ひょっとするとそれをそうなのかもしれないというよ

うに思う人がたくさんいるというのが今の状況だと思います。基本的にはコンテンツを出

してもらえるだけのビジネスを、IT業界が提供できていないのが一番の原因だと思います。 
 それでは、マスメディアと例えばニコニコ動画の関係はどのようになるべきかというと、

多分、ニコニコ動画ではやるべきコンテンツ、もしくは権利者が提供すべきコンテンツと

いうのは、既存のテレビ番組とは違うものにならなければいけないと思います。今、ネッ

トでも例えばネット配信などで、ネット用の動画などを作られているところもありますが、

やはりテレビに比べると予算も少なくなってしまいます。また、表現方法としては単なる

双方向性のない動画である限りは、テレビの劣化コピーになってしまいます。やはりネッ

トというメディア、もしくは動画サイトというメディアで、ビジネス的に成り立って、か

つ面白いというものは、今のテレビ業界やコンテンツ業界には多分、今はありません。そ

れを作っていくという作業が重要なのであって、今あるアーカイブを出せというのは、過

渡期としてそういうものが業界を広めるためには重要かもしれませんが、しかしそれはコ

ンテンツホルダーに関係ない話なので、やはり出せとはいえないと思います。 
 
安念 これは既にめちゃくちゃ本質的な議論ですね。出せと言われても出す理由がない。

砂川さんどうですか。「おまえたち隠しているだろう」といつも言われているでしょう。 
 
砂川 いえいえ、それは川上さんがおっしゃるとおりで、別の観点でマスメディアと今の

インターネットの関係でいえば、マスメディアがなぜ成立しているかといえば、主題は違

いますが、ジャーナリズムだと思います。つまり権力監視のようなところがもともとです

から、ウォッチドッグ（権力を監視する番犬）というところからスタートしているので、

非常に今、僕も大学で懸念しているのは、ユーザーの関心がそういう硬いものや隠れてい

るものを、いい意味で調査報道的にやって暴いていくといった方に向かないことです。先

ほど堀さんもおっしゃっていたように、夕方のニュースがまさにそうです。一応、作り手

に聞くと、Interest と Important のバランスのようなことを言うわけです。つまり興味と
重要事項を混ぜながら伝えているのだといっていますが、実際に見ていると、「何じゃこれ

はニュース番組か」というような形ですね。 
 そうすると、マスメディアたり得るというのは、社会的に見れば、そういった社会の不

正などを出していくメディアになるかどうかというのは、もう一つ大事なところで、それ

がちゃんとビジネス上も成立していくというようにしないといけません。先ほど安念先生

が言われた、なぜバラ色の未来を描いたかというところにもつながる話で、この国は伝統

的に役人が発表したものを、メディアがそのまま伝える・・・。 
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安念 伝えますね。 
 
砂川 そう、リークを伝えるところが非常にあるわけです。大体、国の予算の概算要求が 8
月末に締め切られる前の 7 月ぐらいから、なぜか日曜日や土曜日の、つまりネタがあまり
ないときに、新聞の 1 面には、どこぞの省庁が来年度にこんな計画と大きな見出しが躍り
ます。それがこの国は後で検証されませんね。つまり、予算取りの名人というのが各省庁

にいて、そういうものをどうやってメディアに出すかという人が沢山いるわけです。この

インターネットに関しても、地上デジタルなどもそうでしたが、二百五十何兆円の雇用創

出といって（笑）、それは 1億台のテレビが全部置き換わって、視聴者の皆さんに負担して
いただければ、テレビは高いので、そうなるわけです。しかし、それが本当にそうなのか。

つまり、決算的なことについては何も検証がされませんから、アドバルーンを揚げた者勝

ちなのです。 
 そうすると、インターネットと既存のマスメディアの関係といっても、そんなことをや

っていてもいいのですかということになってしまうと思います。 
 
岸 もう一つ、ビジネス的観点から言っても、先ほど堀さんもおっしゃっていましたが、

単純にマスメディアで流していたものをそのまま流しましょうという取り組みも世界的に

は結構ありますが、これをやると、結局、マスメディアのパイを移すだけだと。そうでは

なくて、ソーシャルメディアという用語も結構英語では使われだしていますが、新しいメ

ディアとして、SNS などは代表ですが、新しいマーケットを作っていくという努力が本来
ないと、それは経済的にも新しいメディアの意味が若干弱くなってしまう部分があります。 
 
堀 多分、川上さんなどのネット系の会社は、通信界でいうとインディーなわけですね。

NTT さんや au さんなど、あちらは伝統的メジャー通信会社です。今までのとおりの仕事
のやり方をするので、まず新しい事業を始めるときは、役所に届けを出して、まず規制を

解除してもらうか、規制を緩やかにしてもらってから始めるということを、過去、ずっと

やってきたと思います。テレビ局も免許事業ですが、テレビ局は相手にしているのがわれ

われのような下々の者ですから、そこで鍛えられているのだと思います。いわゆる伝統的

通信事業者の人たちには、僕らの言葉は多分理解できていないと思います。この人たちは

一体何を言っているのだと思っていると思います。ただで流しているものを安く仕入れて、

なぜ流してはいけないのかと、ここ数年そればかりです。 
 ニコニコ動画さんは、とにかくそことは戦ってもしょうがないから、皆さんで面白いも

のを作りましょうという場を提供されているので、それはこちらの方が面白いに決まって

いるのです。これが元来のインターネットのあり様だと思います。 
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安念 ここにおられる方々だけの話かもしれませんが、議論は随分成熟してきたなという

感じがします。つまり、テレビ局がいろいろなすごくいいコンテンツを持っているのに、

電通や博報堂とも一緒になって、自分たちだけで囲い込んで、自分たちだけでいい目を見

ているから、それが外に流れない、だから、ちっともうまくいかないんだよねという話で

はない。少なくとも、それが問題のすべてを説明するものでは全くないということを明ら

かにしていただいたというのは、非常に意味のあることだと思います。 
 先ほど砂川さんがおっしゃったように、悪者を指摘しても先はないということの一つの

有力な表れという気がしました。菅原さんはいかがですか。権利者の権利を保護するお立

場として、恐らくどんなメディアが出てきても、それなりに対応しなければならないとい

うお立場ですね。マスメディアとインターネットは違うというお考えで対応ですか。それ

とも、それはどちらでもいいと。われわれの立場は非常にクリアなのであって、どんなメ

ディアであっても、メディアの差と自分たちのスタンスは関係ないのだということですか。 
 
菅原 関係はあると思いますが、ライセンスという観点からすれば、その行為がどうなの

かだけであって、マスであろうと、新しいコアなメディアであろうと、そこはあまり変わ

らないのだろうと思います。ただ、はっきり経済的な規模というか、これは先ほどから出

ているように、圧倒的に違います。ですから、先ほどなぜバラ色と言ったかというと、あ

たかも放送の世界が一つ完結したというか、成熟した世界があって、そのうちの 1 割でも
こちらへ持ってくると、ここで市場が成立するよねというようなことがどうもあるのでは

ないかと。ただ、そのときに、体験的にはっきりしているのは、これは一つの成功だけで

しょうが、一時、「着メロ」というものがありました。3年間で 20倍ぐらいになって、その
後の 3年間で 4分の 1ぐらいになっているという世界です（笑）。その急激に上がったとき
になぜかというのは、昔から申し上げていますが、そこに一つのヒントがあると思います。

ただ、そのときの単価は極めて小さいです。そうすると、小さい単価で関係する権利者そ

の他と、どう合意を作っていけるのか。これは先ほど川上さんが言われたように、そうい

うところにビジネスの提案があれば、そこでいろいろなトライアルが権利者側もあると思

いますが、それは残念ながら、今はあまりない。そこの幻想の部分と現実でのトライアル

を一緒にしないと、新しい市場というのはなかなかできません。そこはなかなかないでは

ないかという感じはしています。 
 
安念 先ほど来、話に出ていることとの関連で、砂川さんに伺いたいのですが、そもそも

テレビ局というのは、そんなに金になるコンテンツがたくさんあるのですか。私は、もし

あるのならば、それで金にしているはずだと思いますが。 
 
砂川 それはそうだと思います（笑）。ただ、見たいなと思う番組というのが皆さんありま

すよね。これをどうやってつなげていくかというのが、別の意味でビジネスが成立する。
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先ほど吉田審議官も、NHK の 12 月からの見逃し視聴の話をされていましたが、ああいう
もので、どれだけ潜在ニーズがあるのかと。実際に日常的に見逃してしまったけれどもと

いうのは必ずあって、その代わり、録画率からする再生率というのはいつも低いのです。

VHS の時代は、大体みんな録画をしても、どれがどれだか分からなくなってしまうし、今
度は DVDレコーダーの時代、ハードディスクレコーダーになっても、録画をしてしまうと、
安心してしまって見ないで、忙しくなってまた見なくなってしまったりするので、そのよ

うなニーズというものはあるのだと思いますが、ある種の消え物の世界というのも必ずあ

ります。例えば、もう少し議論が成熟してくると、ネットにふさわしい種類とは何ですか

という議論になってくると思います。 
 例えば今、北京オリンピックの前だからといって、アテネオリンピックの映像を延々と

流されても誰も見ません（笑）。やはりスポーツのようなものは、旬の世界で見たいとか、

旅番組のようなものも、今、行ったら、紹介した温泉旅館がつぶれてしまっていたという

ようなこともあります。それから、昨日の天気予報を今日、見たいという人はいないわけ

ですから、それを個別に考えていくと、やはりメディア特性としてどういうものが向いて

いる、向いていないという議論におのずとなると思いますが、そこまでの議論をしないで、

テレビとひとくくりにして、NHK と民放も一緒、CS のアダルトチャンネルも一緒という
ような議論になってしまうと、何の議論をしているのかというのがよく分からないような

状況になってしまうと思います。 
 
安念 今までのご議論を総合すると、テレビというか、マスメディアというものと、イン

ターネットの世界は多分違うのだろうということでした。もちろん協力関係や補完関係は

あるにせよ、性質の違いがだんだん認識されていて、その違いに応じた顧客層もあるだろ

うし、当然、その顧客層に応じた違う番組というか、情報の提供の仕方もあるだろうとい

うことです。それはどうやら、そういう方向性なのだろうということは、大体、今日の結

論めいたものになりそうです。 
 さて、そこで、こんなことが分かれば、誰も苦労はしませんが、ではまさに川上さんが

おっしゃるように、もうかるビジネスモデルをまだ提供しきれていないという理由は何な

のですか。それはインターネットというメディアがビジネスのための伝送路というか、プ

ラットフォームとして、あまりに新しいために、どうやっていいのか人々がうろたえてい

るだけだからという新しさに由来するのか、それとももっと制度的なものに由来するのか。

何か突破口があるとすれば、それはどこにあるとお考えになりますか。非常に難しい質問

で、もちろん簡単なお答えを期待しているわけではありませんが、何かこの点について、

お気付きになったことがあればご発言をいただきたいと思います。 
 
菅原 わきから見ていてというか、こちらの立場として、先ほどの放送とインターネット

の関係でもそうですが、放送のときのある程度、ビジネス上の値決めというのは、視聴率
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というか、ある程度の幅でもってこのぐらい見られているだろうというところで、各電波

料が決まっていくわけです。ネットになると、それが 1 個ずつの、まさに個々のアクセス
であるとか、そこに評価が変わってきました。そうすると、例えば配信事業を考えたとき、

音楽だと一番分かりやすいのですが、例えば大きな iTunesなどがありますね。500万曲あ
ると。では、500 万曲が平均的に動いているかというと、そういうわけではないわけです。
そうすると、ある曲は飛び抜けていると。こういう今までの平均的なというか、そういう

ものとは変わってきたときに、それを踏まえてビジネス側がそこに対してどう提案できる

のか。もともとそういうものですよ、はっきりしていますよという上で、もしかしたら、

全然もうからないかもしれません、もしかしたらものすごいですよという中で、では、ど

ういう線で限界点というか、展開する点というか、経済的に見て、そういうところが見え

てくるかというところではないか。そこが見えてくると、では、その下であればどういう

契約、それを越えたときにはどのようにするというようなことも多分提案をもらえるので

はないかと思います。一つの視点から。 
 
安念 岸さんどうぞ。 
 
岸 個人的にネットがメディアとして、それ単体でもうかるというのは、いろいろな意味

で、少なくとも短期間では結論が出ないのだろうと思っています。これはまず現実として、

例えば音楽でいえば、いろいろなアーティストがいろいろな実験をしています。イギリス

のアーティストが CD はユーザーが値段を決めてくださいと。別にこれはボランティアで
も何でもなくて、ちゃんとほかで取り返すことを考えてやっている。それをどう取り返す

かというと、やはりデジタルでなかなかまねできないというか、凌駕できません。コンサ

ート、ライブの体験の方で、コンサートのチケットの値段は今、世界的にもどんどん上が

っています。また、マーチャンダイズという部分で取り返すのだと。逆に音楽はネット上

でどんどん流通させてしまって、プロモーションに使うというような取り組みがあって、

みんな今、いろいろ実験をしている最中です。 
 テレビ局の取り組みに限っていっても、欧米を見る限り、ネットだけでもうかっている

ところというのはほとんどないはずです。 
 
安念 そうでしょうね。 
 
岸 逆に、今、みんな実験でいろいろなことをやっている。当然、普通にやれば、電波の

方が広告料もけたが違いますし、全然もうかると。しかし、みんな一生懸命やっている。

これは将来的に、デジタルネットワークというメディアが伸びるであろう。だからそれを

使っていろいろな実験をして、どうもうかるかというのを見つけるのだということで、ハ

リウッドなども一生懸命やっています。これはある意味でいえば、研究開発投資に近い面
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があると思います。製造業というのは、設備投資以外に研究開発ということで、うまくい

くかどうか分からないけれども、投資してやっていますから、ある種、サービス産業とい

うのは、こういう研究開発投資に縁がない部分ではあったのですが、これからは技術の進

化は急で、それがサービスレベルに影響しているからこそ、そういう研究開発投資的な要

素が必要になるのではないのかな。それでいろいろな練習をしておかないと、いざ数年後、

ユーザーの視聴環境などが徐々に変わっていくことはあり得ると思います。将来的にはテ

レビ中心から、もしかしたら変わるかもしれない。その段階で何もしていなかった場合に、

ユーザーの側の変化に追い付けるのかということがあります。そういういろいろなモデル

があって、結局みんな今のところ、合わせ技一本でもうけているよねと。プラス、それ単

体でもうかっていないけれども、みんな実験をしているということを考えると、それはい

ろいろな可能性があり得る。どれが正解とはなりにくいわけです。ただ、それに向けてい

ろいろなことをやっておかないと、本来は国際的な競争の中でも厳しいのではないかと思

います。 
 
安念 先ほどご紹介のあったアメリカのローカル新聞が開設しているウェブサイトの中で

ビデオ動画をやっているというのも、恐らくそれでお金もうけをしようなどと考えている

わけではなくて、やはりある種の・・・。 
 
岸 もちろんそこに広告は出しています。しかし、それで到底もうかるとは思えない。し

かし、一生懸命やっている。そういう取り組みというのは、みんなビジネス的にもジャー

ナリズム的にも面白いことをたくさんやっています。 
 先ほど砂川先生からジャーナリズムの話があったので、ついでに加えますと、マイアミ

のある新聞はまた変なことをやっています。マイアミというのは気候がいいので、意外と

金持ちがみんなリタイアしてから移住するのです。FBI だった人や弁護士などがたくさん
います。フロリダのある新聞が、そういうリタイアして移住した一般人を新聞の方で組織

して、チーム・ウォッチドッグというものを作って、地元の行政の不正を暴くなど、いろ

いろやっています。そういういろいろな取り組みもあって、そのような実験は必要なのだ

ろうなという気はします。 
 
安念 川上さんいかがですか。 
 
川上 ネット上でどのようにお金を取るかということを考えた場合に、一つあまり議論さ

れていないテーマがあるなということを前から思っていまして、それはユーザーの満足度

の問題です。今、デジタルコンテンツで収入を得る場合というのは、基本的にはコピーに

対して課金をしています。そこに DRMを付けています。そうすると、DRMが 100％完ぺ
きなものだったらいいのですが、そんなことはないので何らかの方法でデジタルコピーを
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ユーザーは手に入れることができます。そうすると、何が起こっているかというと、昔、

僕が子どものころ、CDを買った人、ゲームソフトを買った人がヒーローになりました。自
分が買ったのだといって、友達に貸してあげることができる。一方今の中学生、高校生が

どうなっているかというと、どこかからコピーを持ってきた人がヒーローになるのです。

買った人が自慢できません。買った人は負け組なのです（笑）。それを実際に高校生などに

聞いてみると、本当にそう言うのです。勝ち負けだというのです。負けた場合に、例えば

「着うた」をダウンロードすると。探しても見つからなかったので、しょうがないからお

金を払った。昔はお金を払って満足したではないですか。今のデジタルの時代は、お金を

払った人が負け組なのです。 
 ここのユーザーの満足度の問題を解決しないと、デジタルの世界で購入するという習慣

は付かないと思います。それに関しては、コピーに対して課金をするという考え方自体に

構造的な欠陥があると思っています。この解決のヒントになるのは、例えばゲーム業界で

す。当然、中国などアジア圏は違法コピーの天国なので、ゲームソフトが全く売れません。

ところが、中国で唯一成立しているゲーム産業があって、それはオンラインゲームなので

す。これはサーバ型のオンラインゲームで、サーバで課金をするのですが、サーバ上のデ

ータはコピーできません。同じように、デジタルコンテンツもサーバ上での権利に対して

課金するというのが重要なのではないかと思っています。多分、その方向に進んでいるの

は、世界の中でアップルだけだと思います。何かを買って権利を持てば、それがいろいろ

なところに使える。いろいろなところに使えるところ自体のプロテクトはできるだけかけ

ない。その代わり、権利を持っていれば、いろいろな場所で自分の購入したコンテンツが

使えるという環境を作れば、お金を払った人が勝ち組になると思います。 
 
安念 今のお話はめちゃくちゃ面白いですね。第 1 は、今のお金の取り方です。今、ご紹
介のあったサーバにアクセスするときにお金をかけるというのは、ほとんど遊園地の入園

料に近い考え方ですね。しかも、それは今、お話があったように、コピーに対して課金を

するのではないという発想は、当事者がどう思っているかは分かりませんが、著作権法と

いうものの考え方を根底から変えるものです。なぜかといったら、コピーライトであるわ

けですから、コピーするときにお金を取ろうという発想だったものを根底から変える。そ

れがいいことかどうかは分かりませんが、すごくインパクトのある考え方だなと思って、

非常に興味深く伺いました。それは確かに一つのビジネスモデルなのでしょうね。 
 堀さんいかがですか。クリエーターは疲弊していく一方ですか。 
 
堀 どういう状況にあろうと、面白いと思うから作りたいというのが、今までのテレビマ

ン、クリエーターでした。今はテレビ局も、僕らの制作会社もそうですが、就職の一環と

して入ってくるので、きつければ辞めてしまいます。人生を変えた番組というのは、どん

どん少なくなってきているし、それはどれを見ても同じように見えるとか、一つ一つのド
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ラマが短いというようなこともあるのでしょうが、やはりそれぐらい光り輝くファンタジ

ックな業界でなければいけないと。ですから、それはどのエンターテインメント産業の分

野もそうですが、ちゃんとお客さんのことも育ててあげないと、その場に就職したいと思

う人は出ませんね。ですから、僕らが子どものころは、テレビはうそかホントか分からな

いものも放送すると分かって見ていました。でなければ、「川口探検隊」など見られないわ

けです（笑）。自分がどのぐらい面白かったかということが大事であって、それが真実かど

うかというのは、見る側で判断できていたのです。 
 
安念 そうですか。私は空手チョップで血を流すのは本当だと思っていましたよ（笑）。こ

れはまた話が違うのでしょうか。 
 
堀 ですから、世界タイトルマッチのときに、試合前に馬場とデストロイヤーがキャッチ

ボールをやっていたとか、そういうものだということです。結構、昔の視聴者は大人だっ

たのだと思います。しかし、今の一部の視聴者は見たままを信じるなど、作る方も見る方

も思慮深くなくなってきてしまっているような気がします。ですから、できればお客さん

に分かりやすくしてあげましょうということになる。今のゴールデンタイムの視聴者層は

だんだん年齢が高くなってきています。これは 10年前ラジオで起きたことと全く同じ現象
です。ラジオは今、若いリスナーで聞いている人が本当に少ない。いずれテレビもそうい

う高齢化社会になりますよと。ゴールデンといった枠が高齢化してくるといったときに、

では、広告媒体としてどのぐらい価値があるのかという問題が、放送事業のテーマにもな

るでしょう。ネットの事業というのは、ビジネスモデルがこれとは全然違うのです。マー

ケットがきつくなってきているところと伸びているところをよく吟味して、それで知財マ

ーケットをプラス 5兆円にしたいからこうしようと、国には言ってほしいのです。 
 そのためにはもう国外のマーケットに行くしかありません。だとしたら、アジアしかな

いでしょう。今、あこがれられている間にアジアに出て行かないといけない。日本のテレ

ビ番組というのは、世界で一番表現規制が緩いし、一番表現力が豊かだし、制作費以上に

技術も最高レベルだと思います。それを例えば、アジア全域にポータルサイトを作って、

各国語で動画配信したい、だからちょっとこの期間だけ、権利の緩和をしてほしいと言わ

れたら、僕らは同意するかもしれない。しかし、そういったビジョンが何も出てこないわ

けです。それで今のマーケットの中から 5 兆円を生み出せと言われたら、宝くじを買った
方が早いよという話です。そういうビジョンが、多分この後、ネットからも出てくるのだ

と思います。砂川さんが先ほど、昔の天気予報なんて見たくないでしょうと言われました

が、待てよと。「昔の天気予報なんてどうせ使わないでしょう」といったときに、では「100
万で売ってくださいよ」と各局から 30年分買ってきて、私の生まれた日の天気予報という
のを 1回 100円で売ってしまうとか（笑）。ですから、ただ、流させてくれということでは
なくて、そういうことまで考えて来てほしいということです。それはいまだかつて一度も
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提案されたことはありません。そうしてほしいということです。 
 
安念 なるほど。ただ、テレビ局、あるいは音楽プロダクションもそうかもしれませんが、

サラリーマンとして就職するようになったのは、それはそれで社会的にその業界が出世し

たのだと思います。つまり、こう言っては失礼ですが、堀さんの業界というのは、昔はま

っとうな人がやる商売ではなかったのではありませんか（笑）。非常に端的に言えば。 
 
堀 公衆の前で、それだけ言われちゃうと・・・（笑）。 
 
安念 いやいや、褒めているつもりですよ。サラリーマン的なまっとうさを持っただけの

人間は行かなかった、と申し上げたいのです。 
 
堀 ですから、安念さんが言っていた魑魅魍魎の中に入っているのでしょうが、それはそ

れでビジネスになって、自分のお給料が高くなってくるから、どんどん入ってきたわけで

す。ですから、ある種飽和しつつあると思います。テレビ局と同じ運命なのかもしれませ

んが、それにしても、徐々に夢がなくなってきていることは事実です。 
 
安念 産業の成熟というのは、30～50年ぐらいでサイクルになるものらしくて、成功した
産業では、結局、組織が官僚化するのです。それは宿命であって、成功しなければ魑魅魍

魎のまま、成功すると官僚化して内部からのエネルギーがだんだんなくなっていく。これ

は、避け難い運命なのかもしれませんが、恐らくどこかに突破口はあるのだろうと思いま

す。 
 砂川さんいかがですか。テレビ局もテレビ局のままでいいとはどこも思っていませんよ

ね。そうすると、ネットに自ら乗り出すのか、あるいはネットを側面から支援していくの

か、あるいは商売がたきだからつぶしたいのか、いろいろなことを考えておられると思い

ますが、例えばどういうことを考えておられるのですか。 
 
砂川 その前に、放送業界はこの 20年間で、社数は増えていますが、社員数は減っていま
す。例えば民放全体でいうと、2万 8000人だったのがピークですが、今は 2万 6000人ぐ
らいです。NHK さんも今、1 万 2000 人以下にしようとしています。ですから、雇用とい
う意味でいうと、受け皿として有効に機能しなくなっている。そうすると、どうしても少

人数を取りますから、いい意味で“変な人”を取れなくなった。これは各社の人事の方に

伺いました。つまり、一芸的にこいつはとんがっているなというような者を取るよりも、

いわゆるゼネラリスト系を採用していく。そうすると、いわゆるコンテンツクリエーター

的な要素よりも、管理的になっている。その負のスパイラルに入ってきてしまっているわ

けです。 
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安念 そうでしょう。普通の会社になったのです。要するに人事部が偉い。 
 
砂川 その中で、今の安念先生のお話でいうと、特にキー局をはじめとして、クロスメデ

ィアという言い方をしたり、事業局という中に置いたり、試行錯誤しながら、外のいわゆ

る今の動画コンテンツを作っていたり、それこそ「着メロ」やキャラクターをやっている

人たちとの付き合いというのは、私がはたから見ている限りでも、この 5 年ですごく広が
っています。ただ、広がっているのだけれども、その人たちとの共通ルールづくりまでい

かないわけです。つまり、雇用形態も違います。片方は社員で、その下は派遣で、さらに

アルバイトもいたり、それで 100 人ぐらいの集団で仕事をしています。そうすると、どう
しても給与的にも違うので、モチベーションも変わってくるというのもあります。それか

ら、ある程度、長い時間がかかる世界でもあるわけです。先ほど堀社長がおっしゃってい

たように、アシスタントディレクターを経験するから、初めてディレクターになれて、プ

ロデューサーになれるという世界があるわけではないですか。映画でもやはり助監督さん

から始めてという世界がありますよね。 
 それが今、どんどんどんどん雇用が流動化してしまっているので、作り手の醸成という

ものがありません。これは大学で、今、就職がちょうど真っ盛りですが、本当にそういう

汗かきべそかきのような職業を忌避する、自分の大学だけかもしれませんが、そのように

なってきてしまって、農業という意味ではなくて、この分野での第 1 次産業的なところに
行かないようになってきている。そこが問題だと思います。すみません、お答えになって

いるかどうか。 
 
安念 いえいえ。ありがとうございました。今、お話を伺っていると、この世界はテレビ

という、あまりにも成功したビジネスモデルがあるために、その心理的な、あるいは社会

的な、制度的な拘束力が極めて強いために、まずはそこから逃れるために大変なエネルギ

ーが要るように、私は感じました。ただし、これも今まで何度か繰り返されてきたお話で

したが、マスメディアとしてのテレビと、別種のメディアとしてのインターネットという

のは、やはり違うのであって、違う以上は違うビジネスモデル、違うコンテンツ、違う客

層というものが想定されなければならない。そのことを考えた上でビジネスモデルを構築

しなければならない。そして、アジアへの進出ということも当然含むのでしょうが、そう

いうビジネスモデルが構築されて初めて、コンテンツホルダーがコンテンツを出す気にな

る。平凡といえば平凡な結論かもしれませんが、今までパネリストの方々にお話し合いを

していただいた内容を、今、このようにまとめるとすれば、実は今日のテーマについての

議論がついに成熟し始めたということを強く感じます。 
 その中で特に、元官僚の岸さんが、国の政策としてやってもしょうがないのだとおっし

ゃる。誠にまっとうな話です。要するに現場にいる人、経営に携わっている人から、新し
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いビジネスモデルの提案が試行錯誤を繰り返しながら表れてくるだろうということに結局

はなるのだろうと思いますし、私どもはそれに大きな期待をかけてよろしいのだろうと思

います。 
 多少、時間が余ったので、そんなに長くは取れないかもしれませんが、もしフロアの中

からご質問やご議論があるという方がいらっしゃいましたら、ご発言をいただきたいと思

います。いかがでしょうか。どうぞ、どなたでもご遠慮なさらずに。 
 
Q1 岸さんに一つ質問をさせてほしいのですが、アメリカの方ではテレビの視聴が大変変

わってきて、ハードディスクビデオで自分の好きなジャンルを入れておくと、CSなどから
勝手にダウンロードされてたまると。そういったテレビを見ているのだけれども、発信元

がどこなのかは認識せずに、いつ放送されたか分からない、見たい番組だけを見ていると

聞いていますが、そうなのでしょうか。 
 
岸 自分が認識している限り、それは多分、TiVo のことを指しているのかなと一瞬思いま
したが、TiVo で自分が好きな番組をダーッと録画して、まとめて見るという感じが増えて
います。ただ、TiVo など、ああいうハードディスクレコーダーで録るのがどんどん増えて
いるのかというと、実はネット視聴も結構増えています。例えば、最近知って面白いなと

思ったのですが、あるネットワーク局の、ある人気番組の、ある新しいシーズンが今年始

まって、それから 1 カ月の視聴データを見ると、全視聴者数の 5 分の 1（20％）がネット
経由で見ています。ですから、そういう意味では人によって対応が違っている。生で見る

人もいる、TiVo など、ああいうハードディスクレコーダーを使って見る人もいる、ネット
経由でいろいろな媒体で見ている人もいるということで、バラバラになっているので、そ

こは本当に多様な感じになってしまっていると思います。 
 
Q1 日本は CS が盛んではありませんが、今、NGN でインターネット放送が簡単にでき
ますね。そうすると、日本でもそういった視聴形態がこれからはやるのではないでしょう

か。 
 
岸 僕はどうかなと思っています（笑）。日本というのは、ながら視聴というか、僕もそう

ですが、家に帰ったらテレビを付けて、適当に地上波をダラーッと流していて、ケーブル

でほかに見るのはニュースチャンネルぐらいで、基本的にはアメリカ以上にながら視聴の

環境があります。テレビを見ながらほかのこともしてしまうというのは、すごく当たり前

になっています。そういう中で自分の好きな番組をどの程度見るのかなと。CSチャンネル
でいろいろ頑張っているところを知っていますが、仕事で疲れて帰って、その後夜中に見

ようと思うほど楽しいものがあるかというと、よく分からない気もするので、そこは若干

懐疑的です。 
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Q1 そこは僕も、あるフォーラムで質問しました。アメリカ人は自分の好きなものしか見

ていないと。CSは好きな番組をやっていると。日本は好きな番組をやっていないから視聴
者が離れていると聞きました。最後に聞いたのは、結局、視聴時間がアメリカ人は 2 倍は
あると。アフターファイブで、アメリカ人は家にいる時間が長いと。考えてみたら、日本

人は小学生からお父さんまで家にはいないと。やはり日本は貧乏だからコンテンツも売れ

ないのかなと思うのですが、いかがでしょうか。 
 
岸 それは違いますよ。アメリカ人もそんなに暇ではなくて、ある面白い統計データがあ

りますが、20年前と今の平均的アメリカ人の生活パターンを比べると、家にいる時間は 20
年前の半分に減っています。通勤時間は 2 倍に増えています。現代人は超忙しくなってい
ます。 
 
安念 アメリカ人はすごく残業していますよね。 
 
岸 だからこそ、逆にいえば、そんな中でテレビにばかり広告を流して効果があるのかと

いうことで、ほかのいろいろなメディアに出ているということがあります。かつ、昔、私

が勤務でアメリカにいるときに、不幸なことにアメリカ人のガールフレンドがいて、アメ

リカ人の生活をしていて、すごく実感したのですが、意外とアメリカ人はネットワーク局

の番組を朝晩必ず見ます。日本で知られていない部分があるので、そこは意外と誤解が多

いと思います。 
 
Q1 その辺の情報が日本にいると全く入ってきません。メディアから流れてこないし、ア

メリカに行かないと入ってこないのかなと思いますが、マスメディアの方はその辺はあま

り興味ないのでしょうか。 
 
安念 どうもありがとうございました。ほかはいかがでしょうか。どうぞ。お手を挙げて

いただけますか。 
 
Q2 映像関連の IT 企業でマーケティングをしております。今日のお話を伺って、経済性
というところに行き着いたような気がしますが、制作費という部分で、ネット上でもそう

ですが、今、実際に何でお金が動いているかというと、広告費だと思います。テレビから

インターネットの方に広告が移っているので、結局、堀さんがよくおっしゃっていました

が、もとあるものが取り合いになっているという話になっています。では広告費、要する

に企業がお金を払ってコンテンツを作っているというのが現状だと思いますが、今日は著

作権がテーマだったと思いますが・・・。 
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安念 それはいいのですよ、お気になさらずに。 
 
Q2 要するに今、飽和状態のマーケットの中で、消費者からコンテンツにどのようにお金

を取っていくかということが、もしかするとテレビなどマスメディアにも、インターネッ

トの業界にもかかわってくるポイントなのかなと思いましたが、いかがでしょうか。 
 
安念 どなたかいかがですか。要するにリクープをどうするかということですね。テレビ

がいわば自己完結的にリクープできるということは、どうやらなさそうだというのが今日

の結論だったと思いますが、今のご質問についてどなたか。 
 では、やはり川上さんから、まずは一番現場に近いところから。 
 
川上 本当にテレビの広告費がネットに来るのであれば、それなりのビジネス規模になる

と思いますが、現実のネット企業で、広告費で稼げる売り上げはすごく小さいのです。わ

れわれは携帯の方で「着うた」のサイトもやっていて、そこにはレーベルモバイルという

巨大なサイトがあって、そこからはるかに引き離された二番手グループにいます。そのビ

ジネスで月 15 億円ぐらいの売り上げがあります。ニコニコ動画というのは、2007 年で多
分一番ヒットしたインターネットサービスだと思いますが、現時点での収入はたかだか月

当たり 1 億円ちょっとです。われわれはインターネットのビジネスはニコニコ動画が初め
てですが、ここまで世の中に受け入れられて、ヒットしたサービスを作っても、広告収入

としてはその程度のビジネスにしかならないという意味で、インターネットの広告マーケ

ットがすごく狭いというのが現状です。今後どうなるかというのはよく分かりません。わ

れわれの努力もあると思いますが。 
 
安念 さて、そこで先ほどのご質問ですが、ビューアーへの課金はどうやらうまくいかな

いというご発言がありましたが、堀さんいかがですか。 
 
堀 ユーザーの方がテレビというモニターをコンピュータのモニターとまだ同一視してい

る部分があると思います。必ず消費者団体の代表の方が言うのは、地上波で無料で見せて

いるものをどうしてコピーしてはいけないのだということです。これはただではないので

す（笑）。これは放送局が電波を買って、それを切り売りしている状況で、そこにスポンサ

ードされていると。ですから、スポンサーが出資をしているわけではなくて、その場で CM
を流す時間を買っているのです。テレビ局も、最近は頭が混乱する人がいて、自分たちの

お金で作った番組は、全部自分たちの著作権だと言ってしまう人もいますが、それはまた

違います。放送権が売られているというだけなのです。ですから、本来、旧著作権法の時

代は、一度放送した番組の二次利用など考えていなかったのです。大昔の番組はなぜビデ
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オが保存されていないのかといったら、ビデオの上から全部オーバーダビングしていたの

です。ですから、「スター誕生」など、ああいう昔のものは残っていないものが多いのです。

それが旧著作権法の前提で、放送した番組は消さなければいけなかったのです。 
 しかし、何だか分からないけれども、たまたま残していたテープが今となっては宝の山

になってしまった。ですから、ネットの人たちが今欲しがっているのは、過去の番組です。

現在やっているものについては、おまけのようなものだと思います。過去のものの中にユ

ーザーが見たがっていて、もうかるものがあるから、それを予算がないので安く売ってく

ださいということです。しかし、過去のものに関しては、元来、旧著作権法の下で契約し

てやっています。ほとんど契約書などありませんから、二次利用の項目がないのです。で

は、どのようにギャラを払うの、どのように使用料を払うのかという規定が全くありませ

ん。だから困っているだけです。ですから、どのようにビジネスモデルになるのかという

と、これが全く権利なしですといわれれば、多分、ネットの会社の人でも十分ビジネスに

なると思いますが、価値の付けようがありません。視聴率でもないし、出演者でもないし、

そのときの主役とそのときのちょい役では、現在はそのときのちょい役の方がすごく価値

があったりします。しかし、この価値算をできる人は誰もいないと。だから困っている。

答えになりましたか。 
 
安念 その価値算というのは、結局、事後的にしかできないということですね。それでは、

商談にはなりませんね。 
 砂川さんどうぞ。 
 
砂川 それから、日本の場合は有料放送の世界というのは、ターゲットが非常に絞られて

しまっています。NHKさんを有料放送と見るかどうかというのは、いろいろ議論がありま
すが、有料放送といった瞬間に、有料課金を行うという形で、システムが非常に膨大にか

かるわけです。従って、どうしてもマーケットが限られてきています。WOWOWさんの立
ち上げを、僕は民放連に入って最初のころにやりました。あそこのカスタマーセンターに

行っていただくと分かりますが、常時 200 人ぐらいの人に顧客対応をしていただく仕組み
がどうしても要ります。例えば NHKの今の全体の予算の中で、受信料を収納するのにかか
っているお金が 800 億円だということで、いつも国会で、もっと減らせ、もっと減らせと
いわれているわけです。そうすると、放送という仕組みの中で有料をやろうとすると、非

常にお金がかかります。実際、今の CSの世界などでは、地上波の広告放送と比べるとけた
違いに少ない制作費というか、放送権売買で成立しているマーケットです。これが今度、

インターネットなどでは、そういったことが違うブレークスルーで可能になるということ

があろうかと思いますが、日本ではお金を出して番組を見ていただくというのは、結局、

WOWOWがスタートしてからでも 17年、CSデジタルが始まって 10年、この中で成功し
ているのはなかなかないというのが現実だと思います。 
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安念 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。もうお一方ぐらいになろうか

と思います。そちらの方。 
 
Q3 本日は貴重なお話をありがとうございました。法学部の学生です。よろしくお願いし

ます。本日は、動画共有サイトに代表されるということで、いったんサーバに置かれての

データなどの提供ということが中心なのだと思いますが、昔のアメリカの Napster や日本
のファイルローグ、また、先日出たWinnyのように、完ぺきに仲介を出さない、個人と個
人の間の、いわゆる Peer to Peerの流通というのも出ては消えてという感じです。こちら
はやはりテレビの動画の丸投げや、ゲームのデータの丸投げとなると、そのように創作性

がないという面では、やはり今後また出てこないとお考えでしょうか。皆さんのご意見を

聴かせていただければと思います。よろしくお願いします。 
 
安念 どなたかご意見のおありになる方。どうぞ。 
 
菅原 今後もというのは、どういうことですか。ファイル共有の形のものはなくなりませ

ん。どんどんいろいろな技術も増えてきていますね。これは最初に安念先生がおっしゃっ

たところの現状、違法な利用ですね。ですから、そこに対する対応をどうするのかという

のは常にあるだろうと。一方で、今、おっしゃった Napster 自体は、サーバの管理方だっ
たわけですが、その管理の上でのビジネス的成功をして、今、ビジネスとして動いている

部分もある。そうすると、違法であるうちは、いわゆる今回の共有サイトでも言っている

ように、違法のものをどう排除するかというのは、100％できるかどうかは別にしても、必
ず必要だと。それを超えて、その上で、そのモデルを誰が運用してやるのかというところ

で許諾の話は行くのだろうと思いますが、現状として、特にサーバ型ではないものについ

ては、そこでのビジネス選定というのは遠いかなと。 
 岸さんに言わせると、それを国がやるとろくなことはないということですが、国でも P2P
の技術を使った流通というものの実験もやっていますが、それを踏まえた上で、今のよう

な取っ掛かりがどう見えていくかというところになるのではないかと思っています。 
 
安念 ほかに。どうぞ。 
 
川上 動画共有サイトの立場から P2Pの技術についてコメントします。例えばニコニコ動
画のようなサービスを P2Pのバックボーンを使ってできないかというようなご提案などを
受けることはよくあります。回線の使用効率というと、P2P はすごく悪いのです。例えば
Winny という有名なものがありますが、ニコニコ動画に比べるとユーザー数ははるかに少
ないのですが、日本のインターネット回線に占める割合は非常に多くあります。例えばニ
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コニコ動画のようなサービスを全部 P2Pで実現しようとすると、現状のユーザー数だと、
日本のインターネット回線は破たんします。ですから、あれは少量であれば、確かに回線

の有効活用というのはあると思いますが、みんなが使い始めると、主流にはなり得ない技

術ではないかと思っています。 
 
安念 ほかに、もうお一方だけなら可能だと思いますが、いかがでしょうか。よろしいで

すか。 
 それでは、私の職権を乱用させていただいて、今まで 2 時間の討論を総括したご感想を
東大の玉井教授に伺いたいと思います。誠に申し訳ありませんが、東大先端科学技術研究

センターの玉井克哉教授でいらっしゃいます。打ち合わせなしで申し訳ありません。 
 
玉井 東大先端研の玉井です。学生には前の方で聞けといつも言っていますが、今日は前

の方にいたためにひどい目に遭いました（笑）。これから指導の仕方を変えようかと思いま

す。 
 全く突然ですので、考えがまとまっておりませんが、今日は著作権の話を伺いに来たつ

もりでしたが、どうもお話を伺っていると、著作権法がどうであっても、ビジネスはたく

ましく力強く生きていく、だから心配ない、ということのようですね。課金がちゃんとで

きる、そういう技術的基盤があって、そこにもうかるビジネスモデルが生まれれば、世の

中は自然にそういう方向に行く。しかし今のところはそうではない。そこで著作権法だけ

いじっても仕方がない、というお話かなと思いました。私どもは知財しか見ていませんの

で、著作権法さえ変えれば、世の中がどんどん変わる、夢のように素晴らしいビジネスが

どんどん出てくると思いがちです。先日もニュースで「ネット権」という主張があるとい

うのを見て、結構いいことを言う人がいるなと思っていたので、その認識を改めていただ

いたという点だけでも大変参考になりました。とても総括にはならないような気がします

が、以上コメントです。恐縮です。 
 
安念 どうもありがとうございました。適切にまとめていただいたと思います。 
 長時間にわたる議論にお付き合いをいただきまして、また、フロアからも議論に参加し

ていただいて、本当にありがとうございました。バラ色の時代に、バラ色の夢を語るのは

簡単ですが、社会がだんだん衰えていく中で、なお希望を語るというのは大変難しいこと

です。しかし、そういう場で語られた希望にこそ、真の希望としての価値があると私はつ

くづく感じました。今日のパネリストの方々は、逆境とは言えないかもしれませんが、し

かし、順風満帆ではない世界の中で、新しい世界を切り開こうと努力しておられる最前線

の方々です。そのような人々から、希望があるということを伺ったと私は思います。本当

に皆さんありがとうございました（拍手）。 
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司会 長時間にわたり、コーディネーターの安念先生、そしてパネリストの皆さま、本当

にありがとうございました。 
 以上をもちまして、「JASRACシンポジウム－動画共有サイトに代表される新たな流通と
著作権－」を終了させていただきます。本日は、ご来場いただきまして誠にありがとうご

ざいました。お忘れ物などございませんよう、お気を付けてお帰りください。 
 


