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パネルディスカッション 
 

コンテンツの流通促進に本当に必要なものは何か 

 

コーディネーター 

安念 潤司 氏（中央大学法科大学院教授・弁護士） 

 

パネリスト 

川上 量生 氏（株式会社ドワンゴ代表取締役会長） 

 岸  博幸 氏（慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授） 

 砂川 浩慶 氏（立教大学社会学部メディア社会学科准教授） 

 堀  義貴 氏（株式会社ホリプロ代表取締役会長兼社長 CEO） 

[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、大変お待たせいたしました。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「コンテンツの流通促進に本当に必要なものは何

か」でございます。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、拍手

でお出迎えください（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いたしました中

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いたします。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、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、株式会社ホリプロ代表取締役会長兼社長 CEO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いたします。 

 

安念 今日は師走の大変お忙しい中、かくもたくさんご降臨をいただきまして、誠にあり

がとうございます。本日のシンポジウムのテーマは、この壇上に掲げてありますように「コ

ンテンツの流通促進に本当に必要なものは何か」ということですが、あるいは今日会場に

おいでいただいておりますお客さまの中にも、既に 3月に行いましたシンポジウムにもお

運びいただいたという方がいらっしゃるのかもしれません。本年 3月 25日に、場所も同じ、

それから時間帯も同じ、ついでに顔ぶれも全く同じという JASRAC主催のシンポジウムをさ

せていただきました。そのときのテーマは「動画共有サイトに代表される新たな流通と著
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作権」という話だったのですが、参加者一同、私も含めて途中からそのテーマを忘れてし

まいまして、要するに流通促進というのは一体何であるのかということについて相当勝手

なというか、思ったことをズバズバ言うというシンポジウムになりました。 

 本日はその第 2ラウンドのようなものでして、そもそもコンテンツの流通というものが

促進されなければならないのかというところから始まって、では、促進されていないのだ

とすればそのネックは何であり、そのネックを解消するにはどうしたらよいのかというこ

とを話し合うというのが目的です。 

 前回のシンポジウムではいろいろなことを議論いたしましたが、次のような点について

は概ね、少なくともパネリストの共通の了解があったのではないかと私は考えております。

まず第 1に、死蔵されているテレビ番組をネット上で流せばバラ色のコンテンツビジネス

時代が来るというのは、多分幻想であろうということです。次に、ユーザーが求めている

のはネット環境に適した新たなコンテンツやサービスである。つまり、既存のコンテンツ

をそのまま流せばお客さんが喜んでくれるというものでは多分あるまいというものでした。

また、ネットにおけるコンテンツ流通がうまくいかないのをテレビ局や著作権制度のせい

にするという悪者探しをしても、全く生産的ではありません。最大の問題は、ネット上で

お金を稼げるというビジネスモデルが確立・開発されていないことにあるのである。そこ

までは共通の認識だったと思いますので、本日はそのビジネスモデルの点について、なに

がしかの示唆をこの場で得ることができれば、誠に幸いであると思っております。 

 ところで、今申しました 3月 25日のシンポジウムから、まだわずか 8カ月しか経ってお

りませんが、この間の世の中の変遷は大変大きいものでして、ご承知のようにアメリカ発

の金融不安が世界同時不況の様相を呈してまいりました。そうした中にあって、コンテン

ツビジネスは恐らく数少ないフロンティア、成長が期待されている分野です。しかし、足

元の情勢を見ますと、今までメディア界の支配者として君臨してまいりました全国紙各社、

新聞社各社、さらにはテレビ局のキー局も広告収入の落ち込みその他があり、厳しい経営

環境にさらされているという状況がございます。要するに、バラ色の展望はなかなかに開

けないということです。 

 一方、コンテンツと著作権の関係に関する議論を追ってまいりますと、政府で毎年策定

する「知的財産推進計画」の 2008年版で、包括的な権利制限規定の導入をも検討するとい

う方向が打ち出されました。このことは恐らく、コンテンツの流通がなかなかうまくいか

ないのは権利処理のコストが大きすぎるからである、それを小さくするにはクリエーター

の権利、つまりは著作権に何らかの制限を加えた方がよいのではないかという考え方が有

力に主張されているということであろうと思います。そして、こうした政府筋の一つの考

え方が提起されたのに呼応してと言ったらよろしいのでしょうか、有識者の間でネット権

構想が提唱されていることは多くの皆さまがご存じのとおりです。この点につきましては

また後刻、各論的にパネリストの皆さまにご議論いただきたいと存じます。 

 そこで、まず 1巡目として、そもそもなぜコンテンツの流通促進ということが言われな
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ければならないのか。この点を含めてそれぞれのお考え、基本的なお立場を、5 分程度で

語っていただきたいと思います。私は素人ですので、非常に不思議に思うのは、流通促進

ということがいわれる産業というのは、実はあまりないのです。例えば農地の流通促進と

か、手形の流通促進とか、もち米の流通促進とか、そういうことを言うことというのはま

ずないのです。あっても非常に限定された文脈で言うのですが、なぜコンテンツについて

だけはこんなに流通促進、流通促進と言うのだろうかというのが、そもそもの私の非常に

素朴な疑問です。 

 そして、権利処理は仮に大変なのだといっても、それはどんなビジネスでもある意味で

は同じではないかという気が私はするのです。例えば、土地を利用したい、このビジネス

にはぜひある土地が必要であるということはいくらでもあると思うのですが、その場合、

土地の権利というのは別に一人の人が持っているとは限りませんので、何人もの相続人が

いるというような場合もございます。そうした場合には、相続人の一人がどこに行ったか

分からないなどということはいくらでもあることです。そうすると、権利処理といいまし

ょうか、賃借するにも大変なコストがかかるのですが、だからといって現在の所有権の制

度や賃借権の制度がそもそも悪いといったようなことを言う人はいません。どうしてこの

コンテンツ、あるいは著作権の世界でだけ、「なぜ流通促進をしなければいけないのだ、権

利処理の費用がかかりすぎる」という議論が大変盛んであるのか。もしできましたら、こ

れは私の全く初歩的な疑問ですけれども、それも含めてお考えを伺いたいと思っておりま

す。 

 トップバッターは川上さんですが、皆さんもうよくご存じのドワンゴの代表取締役会長

です。普通、一部上場企業の代表取締役会長と申しますと 70歳ぐらいの方ではないかと思

うのですが、ご覧のとおり大変若い方です。前回のシンポジウムのときには、川上さんの

スーツ姿というまれな機会を見ることができたのですが、今回はまさにニコニコ動画で収

録されているということで、正しい服装でいらしていただきました（笑）。川上さん、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

川上 ニコニコ動画という問題サイトをやっているドワンゴの川上です。前回に引き続き、

今回もなぜかこのような場所で発言の機会を許していただいたのですが、前回スーツで来

たことに対してパネリストのほかの皆さんから大変批判されましたので、今回は普段な格

好で来ております。 

 今日、ニコニコ動画の生放送で配信されているのですが、一応映していただけますか。

一応ニコニコ動画のユーザーの皆さんは行儀が悪い人たちが多いので、精神衛生上あまり

良くないということで、僕のときだけこれは会場で表示しようかなと思っています（笑）。 

 コンテンツの流通促進ということなのですが、コンテンツの流通促進自体、権利処理を

スムーズにやらなければいけないというのは、確かにそれはそれで必要なことだとは思う

のですけれども、そもそも権利処理などしなくても、現実問題、ユーザーは無断でアップ
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ロードしているわけです。そういう意味では、インターネットというのは非常にスムーズ

にコンテンツの流通がされているというのが現状なわけです。ただ、それがあまり権利者

が関知しないところでされていて、お金も生み出していないというところが問題なので、

恐らく権利処理を自由にやるだけではビジネスとしては成立しないという現状は変わらな

いと思います。ですから、コンテンツのビジネス自体をネットで成り立たせるということ

を考えることの方が、僕は重要なのではないかと思っております。 

 そのために、僕の持論は、前回の 3月に言っていたことと同じなのですが、今の「デー

タ＝コンテンツ」という既存のパッケージビジネスのコンテンツフォーマット自体に限界

があると思っているのです。例えば CD であれば、CD のデータそのものが音楽コンテンツ

である、映像であれば DVDに入っているデータそのものがコンテンツであるという考え方

自体が、多分ネット時代にはもう古いコンテンツのフォーマットだと思っています。 

 つまり、PCとネットというのは基本的にコピーが原理的に何でもできるメディアですか

ら、DRM といっても破られますので、破られなくても事実上似たような形でコピーができ

ますので、コピーを制御できないのですね。そうすると、データがコンテンツである限り、

そのコンテンツは必ずコピーされてしまう。ですから僕は、ネットの時代においては、コ

ピーされないコンテンツのフォーマットをどうやって新しく作っていくのかということが

重要だと思っております。 

 そのためには、データ＝コンテンツという形ではなくて、サーバー型のコンテンツ、サ

ーバー上に権利があるというコンテンツにすることが重要だと思っていまして、実際、今

のところ、ネットで成立しているビジネスはサーバー型のコンテンツばかりです。僕がよ

く例として挙げるのは、ゲームソフトというのは、日本、米国、ヨーロッパが主な市場な

のですが、アジア圏においてはプレステもファミコンのソフトがほとんど売れないわけで

す。なぜなら、全部コピーされるからです。 

 ところが、そのアジア圏においても唯一ユーザーがお金を払っているコンテンツがあっ

て、それが MMORPGという世界です。これは、サーバー上に自分の IDとアカウントがない

といけないので、それはハッキングしない限りコピーできませんから、みんなお金を払っ

ているのです。だから、サーバー型の RPGに関しては、アジアの世界でもユーザーがコン

テンツにお金を払っています。似たような例で、アバターという世界がありますよね。日

本だとモバゲーとかハンゲームなのですが、これもやはりサーバー型コンテンツで、これ

にはユーザーがお金を払っています。 

 僕は、ネット時代においてはサーバー型にコンテンツのフォーマット自体を変換させて

いく必要があると思っていて、そのためにも、既存の音楽映像もデータそのものを売るの

ではなくて、そのデータを使う権利を売るという形にしなければいけないと思います。こ

こからはかなり僕のポジショントークになってしまうのですが、例えばニコニコ動画とい

うのは今、ユーザーがアニメや音楽などをそのまま丸上げしたり、それを加工した MADと

いうのがたくさん投稿されていて、われわれはそれを自主的に削除している世界的にも珍
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しい動画共有サイトです。しかし、そういったものを規制するのではなくて、例えば購入

した人であればそういう遊び方を認めてもいいという形にすれば、ユーザー体験そのもの

をコンテンツにできるわけです。 

 サーバー型のコンテンツというのは、その利用方法が増えればコンテンツの価値が上が

っていきますので、コンテンツを買った人がいろいろなところで利用できるということを

ネットの世界において実現することが、ネット時代にお金の取れるコンテンツのフォーマ

ットの価値を上げる方法だと思っております。 

 

安念 いきなり核心に迫ってまいりました。サーバー型の課金システムというのは川上さ

んのご持論でして、極めて注目すべきご提言だと思います。また後ほど深めていただきた

いと思います。 

 次は岸さんですが、言わずと知れた脱藩官僚の雄で、官僚時代には、不良債権処理、郵

政の民営化、放送通信の融合、その他主要な改革のすべてに、やや陳腐な言い方にもなっ

てしまいましたが、ラスプーチンとして切り回された方だと、私はそのように理解してお

ります。よろしくお願いいたします。 

 

岸 ラスプーチンと言われると外務省の佐藤さんみたいで、あそこまで顔つきが悪いのか

なと心配になってしまったのですが、この問題について、私はずっと政策をやってきた人

間ですので、政策屋の観点から、最初 3点ばかり問題提起したいと思っています。 

 第 1に、この問題でいつも思うことなのですが、まさにこのシンポジウムのタイトルに

もあるように、コンテンツの流通促進、特にデジタルコンテンツの流通促進が、民間の一

部の人や、政府の機関までいって騒いでしまっている。でも、冷静に考えると、このコン

テンツがかかわる世界、これはアナログもデジタルも入りますが、コンテンツの流通促進

というのが本当に国益なのでしょうか。要は、本当の国益とは別のものなのではないか。

もちろんコンテンツ流通促進というのは大事ですが、それは国益実現の手段になっている

ものではないか、手段と目的を置き違えたら大変なことになるのではないかということを

常々思っています。 

 実際に、欧米と比較するのが一番分かりやすいのですが、特に金融危機が起きて、金融

業というのは当面駄目だとなっている中で、アメリカやヨーロッパは、もう既に戦略的に

経済をどう回復させるかということで動きだしているのです。その過程で、いろいろな成

長産業を作ろうと、みんな既に動いています。当然、この ITであるとか、関連する分野も

入ってくるのですが、そこではやはり、例えばイギリスやフランスなどはもうだいぶそう

いう方向を示しだしています。いわゆるコンテンツ、より広くクリエイティブ産業を強く

伸ばしていこう、そこで雇用を作っていこうということがありありと分かる対応をしつつ

あるわけです。 

 オバマ政権になって、アメリカは多分、ネットの世界で言えば、Googleのようなプラッ
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トホーム。ネットの世界は、インフラ、プラットホーム、コンテンツと分かれますが、プ

ラットホームの覇権をより強化するのだろうと思います。ついでに、ハリウッドのコンテ

ンツレイヤーも頑張るでしょう。そう考えた場合に、では日本はコンテンツ流通促進とい

ってどういう部分で勝とう、どういう部分で国益を確保しようと考えているのかというこ

とが全然分かりません。そもそも一番目指すべき目標、国益が全然はっきりしない段階で、

本来目的実現のための手段であるはずのコンテンツ流通促進ばかりを騒いでしまう。特に

内閣官房の知的財産戦略本部ですけれども、民間の人が騒ぐ、主張するのは分かります。

ただ、政府がそれを言う段階で、目的と手段を取り違えたような形で言うのは、やはり世

の中を間違わせるということは感じています。 

 2 点目は今の問題の延長なのですが、そうはいってもデジタルを含めコンテンツの流通

促進は必要です。では、それを実現する手段、具体的な対応、政策、どうするのかと考え

た場合に、今巷で喧伝され、政府も言っていることというのは明らかに間違っていると思

うのです。先ほど安念先生から紹介がありましたネット法であるとか、日本版フェアユー

ス規定であるとか、いろいろなものが言われだしていますが、それが本当に政策手段とし

て正しいのかというのがあまりに浅いのです。 

 もちろん、今、残念ながら政府は経済政策を全般で取り間違えていますから、この問題

でだけ政府を非難する気は全くないのですが、近い事例を挙げますと、1 年半か 2 年ぐら

い前に金融の世界で貸金業法改正がありました。あれは、サラ金からお金を借りすぎた人

がかわいそうだということで、その多重債務者対応として、数ある選択肢の中で貸金業法

改正を選んだのです。その結果、いわゆる商工ローンのような中小企業にお金を貸すノン

バンクがどんどんつぶれて、上場も廃止して消えていったところがたくさんあります。要

は、多重債務者の問題を重視した結果、結局中小企業にお金が回るノンバンクをどんどん

殺してしまった。間違った政策対応の典型例なのですが、もしかしたら今言われている政

策手段は、確かにコンテンツの流通促進に多少は役に立つかもしれないけれども、具体的

に言えばコンテンツを作る側への悪影響があまりに大きいのではないか。その部分を検証

したかどうかと考えると、正直言って非常に不安になります。 

 3 点目は、だいぶ話が変わるのですが、では、コンテンツ流通の促進は、それはそれで

必要なことだから対応を考えようとなった場合に、ちゃんと世の中の実態を把握して政策

の議論がされているのだろうかということが正直心配になります。残念ながら、事実とし

て、ネットの世界でコンテンツは、まだ今の段階ではもうかりません。アメリカが一番こ

ういう部分が進んで、テレビ局をはじめいろいろなところがどんどんコンテンツを出して

いますけれども、少なくともリアルの放送なり、音楽なら CDなどの売上の落ちをカバーす

るほどもうかっているところはありません。いろいろなベンチャーでオンラインビデオサ

イトが立ち上がりましたが、やはりみんなもうかっていない。今回の金融危機でつぶれて

いるところも結構出始めています。そのように、基本的にネットの世界でまだコンテンツ

はもうかるようになっていない。一方で、安念先生が最初おっしゃったように、マスメデ
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ィアは収益が急速に悪化しているわけです。 

 こういう中で、コンテンツの流通促進というのは当然必要かもしれない。しかし、やは

り必要なのは、本来マスメディアのビジネスモデルもさらに今より進化していって、その

中にどうネットを取り込んでいくか。その結果として、本来はコンテンツの流通も促進さ

れるようになるのが必要で、その分民間の頑張りが必要なのですが、民間が頑張る前に政

府が間違った対応をすると、結局民間のやる気も失わせてしまうのではないかというのが、

個人的には非常に心配になっています。取りあえず問題提起です。 

 

安念 後ほど深めるべき論点を幾つかも提起していただきましたが、政府が政策を作らな

いよりも間違った政策を作る方がずっと怖いことであることは確かですので、その点はま

た会場の皆さんとともに考えたいと思います。 

 砂川さんは、現在は立教大学の先生をしておられるのですが、元は民放連のプロパーの

職員でいらっしゃいました。砂川さんは多分、民放、つまりテレビ局のビジネスモデルの

詳細を日本で最もよく熟知されている方の一人でして、そもそもよくいわれているように

テレビ局にそんなにもうかるコンテンツがあるのかどうか、この点についてもよくご存じ

の方でいらっしゃいます。特に、現在は民放連を離れて、いうなれば外の世界から自由に

批判的に考察できるお立場ですので、その点、特にご知見を楽しみにしている次第です。

よろしくお願いいたします。 

 

砂川 過分なご紹介をいただきまして、別にそんなに何か知っているわけではありません。

ただ、ちょうど今日 NHKのオンデマンドアーカイブの中で関本さんがお話しになられてい

たトレソーラや、経団連でのインターネットでのコンテンツ配信の権利者配分料率の担当

でした。なかなか怖い権利者の団体の皆さんに、ほとんどサファリパークを裸で歩いてい

るような状態でやっていきましたので、こういう JASRACのシンポジウムで壇上に上がるな

どというのは、人間変われば変わるものなのだなと思っています。そういった前置きはさ

ておき、私も 3点ばかり、最初の問題提起ですから、お話をしたいと思います。 

 一つ目は、このシンポジウムのタイトルにある流通促進という言葉自体がおかしいのだ

ろうなと思います。本来は制作促進というのがあるべき話で、どこの産業でも流通業だけ

栄えるということはなくて、製造業がまずちゃんとしないと、流通というのはないはずな

のです。そういう意味で言うと、なぜコンテンツの制作促進という議論にはならずに流通

促進という議論になるのかというのが、実はこの問題の根っこの部分で、やはりミスマッ

チが起こっているところだと思います。 

 その点で言いますと、クリエーターというのは、実は、単に番組を作る、コンテンツを

作るというだけではなくて、いろいろなプロフェッショナルが必要なわけです。例えば、

あるテレビ局のお話では、すべてのドラマを外注化してしまったことによって目利きがい

なくなってしまった。そうすると、その目利きを作るために、その局は 20年かかった。や
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はり人が介在する仕事ですから、いったんそういったプロフェッショナルを失ってしまう

と、それを確保するためにそのぐらいの年月がかかる仕事だと思います。 

 今、例えばテレビの制作会社で非常に離職が激しい状況になっていて、幾つかの制作会

社の方から伺うと、入社 5年目というところですから、一般の会社でもそれなりに仕事が

分かってきて、そろそろ仕事もある程度任せられるかなというぐらいの人たちがやめてし

まう。そうすると、新しいものを作り出そうという土壌がなかなか生み出せないという状

況があって、さらに全体的な不況の中で番組制作環境というのが非常に悪化してきている。

そこで、まずはこの制作をどうやって促進していくかという観点が必要だと思いますし、

そのためには人材育成ということを、大学もある種の供給する側ですから、実際に実社会

でこういったビジネスをやられている方と大学のコラボレーションなど、いろいろなこと

を考えていかなければいけません。 

 二つ目が、トライ＆エラー、スクラップ＆ビルドと言った方がいいのかもしれませんが、

それがこの分野で確保される必要があるということです。先ほど NHKの関本さんのお話の

中でも、10年までは言いませんが、21世紀に入ってから、インターネットでの番組をどう

流すかという話があって、例えばトレソーラというお話が出てきました。トレソーラの実

証実験の中で一番コストがかかったのは、実は権利処理ではないのです。やはりハード的

なシステム構築であったり、サーバー構築であったり、回線の維持であったり、NTT 絡み

的な話と考えていただいていいかもしれませんが、実はそちらのコストの方がかかってい

ました。しかし、なぜかそこの話は抜かれて、権利処理が大変だ大変だという話ばかりが

言われるわけです。 

 新しいビジネスですから当然失敗もあれば成功もあってという世界なのですが、この系

の話になると失敗の話ばかりが言われて、川上さんのところは成功されているケースだと

思いますけれども、成功例を言うというよりは、「ほら、あんなに駄目だったのだよ」みた

いな感じで語られるわけなので、ちゃんとトライをするということに対しても冷静な評価

をしていかないと、失敗だけをあげつらうのでは先が出てこないだろうと思います。 

 三つ目に、私は産業論一辺倒になっていることに対して非常に懸念を抱いております。

先ほど安念先生からもご紹介のあったネット法や日本版フェアユースという議論が、ほと

んど「面倒くさいからふん縛っちまえ」みたいな感じで、非常に乱暴にされている。そう

いったやり方をすると必ず不満がたまりますから、これは決してうまくいかないわけです。

やはり人間と人間が行うビジネスですから、人と人が時間はかかってもじっくり話を詰め

て進めていかない限り、非常に乱暴な理屈だけでどこかに権利を集中させてしまって、誰

かの権利を殺してしまうみたいなやり方をやると、必ずそれは地下にもぐってしまいます。 

 だから僕は、ネット法というのは禁酒法に近い形になっていくのではないかと思ってい

ます。つまり、アメリカでは禁酒法が施行されていたときに一番ギャングが栄えるわけで

すが、ネット法という形で形式上はどこかに権利を集約したといっても、実ビジネスでは

そこでは動かないわけですから、逆にどんどん見えにくい世界に入っていくのではないか
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ということです。従って、産業論一辺倒というところが問題なのであって、そこに文化的

な議論であるとか、特に日本でもいろいろ地域があるわけですから、その地域という観点

を入れて議論していかないと、変な話ですが、産業論的には成立したけれども東京一極集

中で、すべてが今以上に東京に集中してしまうというような状況になるのではないかと思

っております。長くなりましたが、以上です。 

 

安念 いきなり高めの剛速球を投げていただきました。生産の現場が衰退して流通だけ栄

えることはないというのは、誠にそのとおりだと思います。今の砂川さんのお話を伺って

いて、私自身の教え子が 10年ほど前に卒業旅行で北朝鮮に行ってきたときの土産話を聞い

たのを思い出しました。観光バスで行くのですが、その高速道路が実に素晴らしくて、ぴ

かぴかに整備されているのだけれども、1 台も対向車に合わなかったという話をしてくれ

たことがありまして、今、ふっとそれを思い出しました。 

 次の堀さんも、申し上げるまでもありませんが、泣く子も黙るホリプロの会長兼社長さ

んでいらっしゃいます。せんだって、今日の準備のためにホリプロさんのホームページを

拝見したところ、こんなに多くのタレントさんを抱えていらっしゃるのかと思いました。

とにかく私が名前を知っているタレントさんがたくさんおられます。私はあまり知りませ

んので、これはすごいのですよ。私の知る限りでは和田アキ子から深キョンまで。「からま

で」と言うと失礼かもしれませんけれども、大変なものです。とにかくこの方をおいて今

の日本のエンタメ系のコンテンツ産業を議論することはできないと存じます。よろしくお

願いいたします。 

 

堀 どうも、堀です。ニコニコ動画を見ている皆さんも、こんにちは。そもそもこのニコ

ニコ動画でやったらどうだという話をしたのは先週の打ち合わせのときだったと思います

が、JASRACさんで打ち合わせをしたときに僕が言い始めて、非常に迅速に対応していただ

きました。なぜそれを言ったかといいますと、前回のシンポジウムの後、ホリプロの社長

という項目で Google検索しますと、数万件のヒットがあり、そのうちほとんどが ITmedia 

News の記事をそのまま張り付けたもので「『日本のコンテンツ、ネットのせいで沈む』と

ホリプロ社長」という見出しが躍ったのです。 

 前回の議事録があって、そんなこと言ったかなと思って見返していたのですが、どうも

その見出しの付け方が全然違っていて、私は「ネットのせいで日本のコンテンツが沈む」

と言ったのではなくて、「ネット法などの権利制限について一過性の感情で法の改定などを

やるとこの国のエンターテインメントが沈む」と言ったのであって、ネットにも反対もし

ておりませんし、この間も川上さんと、何かニコニコ動画でやれたら、面白いソフトはな

いか、伊集院光で何か番組ができないかといったこともちゃんと考えているので、こうい

う見出しひとつで、私がネットの反対論者で、一人で戦っているように思われると困るの

で、今日ニコニコ動画をやっていただいております。 
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 同じように記事の中に私の発言として、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新聞にも書いてある。「過去いろいろなプラットホームができて、

BSデジタル、CSができたときも、クリエーターも制作会社も引く手あまただといわれて、

過去一回もそういう経験はありませんでした」と申し上げたつもりが、記事の中では「『ネ

ットの時代が来るとクリエーターもコンテンツホルダーもハッピーになる』と言われたが、

そんな経験は一度もない」と。私が本当にネットを毛嫌いしているように変わっているの

です。ホリプロは 10年ぐらい前に、まだインターネットが創成期のころだと思いますが、

チャットパーティーをやって優香の芸名を募集したり、バーチャルアイドルを作ったり、

「Net-Tv」という動画サイトでアイドル画像の有料配信をしたり、いろいろなトライアル

をしてきました。ただ、どうしてもビジネスモデルが見つからないという経験は持ってい

ます。 

 先ほどから皆さんがおっしゃっていたことにも関連するのですが、今巷でデジタルコン

テンツというと、地上波のテレビ番組の再送信だけがいわれている。先日、民放連のラジ

オの大会でも申し上げたのですが、全国のラジオの放送をインターネットで同時再送信す

ることが、多分ラジオにとっては生き残る道だというお話をしました。これもデジタルコ

ンテンツなのではないでしょうか。どうも知財本部の皆さんは、テレビ番組以外には関心

がない。テレビ産業のことだけをおっしゃっている。そこに僕は非常に懸念を抱いており

ます。 

 今日のパネルディスカッションのパンフレットにも、前回のシンポジウムでは「①死蔵

されているテレビ番組等をネット上で流せば」とあります。この死蔵されているという言

葉も最初は役所から出てきたものでして、いつも懇談会などでは申し上げるのですが、過

去のコンテンツと未来についてのコンテンツを同じ土俵で話すのはおかしいことです。過

去はネットで流通させるという発想そのものがなかったので、権利のありどころが非常に

難しくなっていて、探すのが難しい。それと、現在のコンテンツであっても、一般の方が

出ているドキュメンタリー番組や、街頭で撮影したもの、あるいは神社仏閣といったもの

と、「タレントが出ているもの」の権利処理を煩雑という言葉で一緒にしてほしくないので

す。先ほど関本さんもおっしゃっていたように、相手が分かっているものの権利処理につ

いては非常にスムーズにいっております。現在いなくなってしまった、所在が分からない

権利者を探すのに、ものすごい時間がかかっている。それはすべて過去のコンテンツです。

それも過去 10年以上前のコンテンツです。著作権法改正前のコンテンツもあります。 

 ただ、今話さなければいけないのは、これから人口が自然減していく。先進国でこんな

国はないわけです。若い人の比率がどんどん減っていくのに、新しいソフトを作れない状

況が起き始めている。皆さんも多分年末年始のテレビ番組をご覧になると思いますけれど

も、制作本数が激減しております。過去のドラマの再放送や、バラエティ番組の再放送ば

かりになります。これは単純にお金がないからです。ですから、製作者も、出演者も、ク

リエーターも、仕事の量が確実に減っているのです。確実に減っているのに、未来の話を
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しないで過去のコンテンツの話をしている。それもわざわざ権利の処理が煩雑なものをメ

インのテーマに据えている。ここそのものに問題がある。 

 過去のコンテンツを流すことに全然僕は反対をしておりません。使いたい人がいる、見

たい人がいるのもよく分かっています。ただ、使いたい人がお金を払いたくないと言って

いることが、僕が反対していることです。これでは産業にならない。先ほどの産業論とま

た違う面なのですけれども、過去のコンテンツでも十分仕事が成り立つと次の作品を作る

意欲が沸くということが大事なのだと。それがクリエイティブな仕事だと思っています。 

 今の学生は、テレビを取り巻く環境やメディアを取り巻く環境をよく知っています。こ

こに来ても未来はないと思っていますから、テレビ放送局の試験を受けて落ちてしまえば

すぐ違う業界の就職活動をします。制作会社に就職活動をする子は、本当に激減しました。

とある制作会社の社長は、「日本ではもういい。就職に来てくれないから。移民法でも改正

してもらって外国から労働者を入れてもらった方がまだいい。まじめに働くし」と言って

います。本当に嘘のような話があるのです。それぐらい疲弊しているときにこの「ネット

権・ネット法」という問題が出てきて、ただでさえ権利の処理が煩雑だと言っているのに、

これからのソフトについても新しい権利者を作ろうとしている。使う側は自由に使えるけ

れども、権利の処理をやる新しい「ネット権者」というのを創出して、そこが実際の著作

権者、実演家たちと権利処理をやれと。こんないいかげんな商売はない。誰かが安く使い

たいからこの「ネット権・ネット法」というのが多分出てきているのだと思います。 

 この間総務省の審議会で、この「ネット権・ネット法」のスポークスマンをやっている

ような弁護士さんが延々40分ぐらいプレゼンをしましたが、中身については全くおとぎ話

です。「ネットで流通すれば権利者はバラ色になる、適正な対価を払う。」そのときに僕は

発言の機会がありましたので、申し上げました。適正な価格というのは誰が決めるのです

か、あなた 300 円が適正だと思っているのか、1 万円が適正だと思っているのか。過去の

素材で、例えば「8時だョ！全員集合」という PTAからかつて俗悪番組といわれた番組が、

今 1万 6000円のセットが何万本売れていると思っているのですか？買った人にとって、1

万円は高いのですか？こういうことも何も言わずに、「ネット権・ネット法」というもので

何となく人生みんなバラ色になって、産業がハッピーになって、知財本部が言っているコ

ンテンツ産業でプラス 5兆円などということは、とても夢のような話です。 

 その根拠は何ですかと質問したら、「インターネットの人口が増えていますから」。「そん

ないいかげんなデータなのか！？」と思いましたよ。それを、ロビー活動をやり、政治家

の皆さんのところに陳情しに行き、私たち権利者の方が悪いというようなことを言って回

っている。ユーザーの皆さまの気持ちはよく分かります。見たいのはよく分かる。でも、

何でもただで見られればいいじゃないかということになるのだったら、新しいモデルを開

発しないと成り立たないのだということは、ぜひ分かっていただきたいと思います。 

 ただでさえ日本は人口が減るのです。若い人の人口が減るのです。上半期のテレビのゴ

ールデンタイム視聴率は、NHKが初めてナンバーワンになったのです。これは 10年前のラ
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ジオと同じことが起こったのです。スポンサーにも売れないのです。この先の未来を考え

るために、何でわざわざ昔のコンテンツの話をしなければいけないのか。これをもう一度

皆さんと分かち合いたいと思います。 

 

安念 またまた非常に重要な論点を提起していただきました。なぜ過去の、かつテレビの

コンテンツだけを言うのか。そのとおりです。コンテンツ、過去のコンテンツにもいろい

ろあって、それなら私もちょっと一言言わせてもらいたいと思うのですが、私の書いた論

文だってコンテンツで、十分に死蔵されております。何とかしてもらいたいと思うのです

が、それについては何も言ってくださる方がいない。不思議な話です。 

 それから、産業論のことが既に問題提起されておりますが、私は産業論として論ずるな

ら産業論に徹すればいいと思うのですが、それが産業論としてはまっとうな産業論になっ

ているかどうかということの方がずっと重要ではないかと思っております。またこの点に

ついても深めていただきたいと思います。 

 お待たせいたしました。菅原さんですが、これもまた言うまでもなく JASRACの常務理事

として、JASRACの最高権力者です、本当はね。こんなことを言ってはいけないのかな（笑）。

ネットにおける流通の問題についてずっと携わってきてこられたし、特に最近、この世界

での数少ないポジティブな歓迎すべき動向として、YouTube とニコニコ動画さんとの間で

JASRACさんがアグリーメントを結ばれた。これは、私は本当に大きな話題だと思うのです

が、その点もできましたら含めて、コメントをいただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

 

菅原 皆さんもずっとお話ししているように、もし流通促進をすべきとすれば何かといえ

ば、コンテンツホルダー、創作者の意欲を削がないこと、そこに尽きるのではないかとい

う感じはしております。ただ、これまでのネットの世界の問題を考えると、がちがちに縛

ったルールというようなことを言うつもりはないのですが、それなりの秩序は必要なのだ

ろうと思います。それがこれまではあまりない中でいろいろ発展してきて、今、それぞれ

の場での秩序という議論も出てきているように思います。例えば先ほどもいろいろ出てい

ましたが、ニコニコ動画についても、そこにおける秩序というのはやはりあるのでしょう

し、そういう新しい場でどういう可能性があるのかというのは、歓迎もすべきだし、トラ

イアルもすべきだろうと思っているわけです。 

 それで、前回の 3月のシンポジウムのときには、JASRACの動画共有サイトの許諾条件と

いうことでお話をさせていただきましたが、その直後、川上さんのところと契約ができ、

また、世界最大といわれている YouTubeとも 10月には JASRACとの間の契約ができたわけ

ですが、これは一つの秩序といいますか、権利者から見てこういうふうにしてほしいとい

うような要望があって、それぞれに対応していっていただける。そこがあるからこそライ

センスということになるわけです。 
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 もともと動画というふうに見ますと、JASRACはコンテンツホルダーではありませんから、

そこについて何かすべてをコントロールするということではないのですが、ほとんどの映

像には音楽が付いているわけです。そうすると、音楽は別の権利としてそういう処理が必

要なわけですが、例えば JASRACが許諾していないと、せっかくコンテンツホルダーの方が

展開しようというときに、基盤のライセンスがないということにもなってしまう。そうい

うことで、先ほど申し上げた、一つ権利者としても安心することも必要ですし、その秩序

を作っていく上での要請というものをして、それぞれ配信事業の方がそれを整備されてい

く。そのことによって基盤のライセンスをお出しすることができたというのが状況です。 

 それは 100％いきなりきれいになるとか、要求どおりになるということではないのです

けれども、そういう基盤ができることによって、正規のコンテンツがどんどん増えていく

だろう。これまではそういうものがあまり出ていなかったことによって、見たかったコン

テンツは誰かが上げるしかなかったものが、正規のものが出ていくことによって、別に無

理して上げる必要もないわけですから、そういうことで、全体が、利用者にとっても、コ

ンテンツホルダー、権利者にとっても、お互いに望む方向に変わっていくのではないかと

いうような期待はあるわけです。 

 冒頭、安念先生からあった、なぜ流通促進かというところで、個人的に勝手に思うと、

重厚長大からいろいろ産業が変わってきて、日本がどう生きていくかというときに、競争

力なんかを見ていくと最後に知財ではないかというお話が出てきた。そうすると、知財と

はいいながら、やはりずっと議論されているように、流通が盛んになればそれで市場がで

きるのではないかというところでの議論のような気がするのです。ただ、先ほどもあった

ようなネット権、あるいはその他の議論も含めて見ていくと、ある瞬間を見て、誰にとっ

て得なのだろうと考えていくと、唯一、通信事業者が得なのか。どうもそうとしか思えな

いわけです。 

 ただ、これは短期の話であって、では長期で見るとどうなるかというと、ほとんどそこ

に経済的循環が及ばないと、結局、水のない植物のように全体が枯れていってしまうのだ

ろうと。文化というのは、今権利者が一緒になって、例えば「CULTURE FIRST」というよう

なことも言っていますけれども、文化というのは作り手だけではできないのです。受け手

だけでもできない。作り手と受け手で作るものなのですけれども、間の流通が作るもので

はないのです。そこの議論がどうも間のところだけで、先ほども某隣国の高速道路のお話

がありましたが、高速道路は作ってきました、流れていないのでそこにいっぱい車を通し

ましょう、通すに当たってはその中の荷物はただにしましょうという変な議論になってい

るわけです。結局、今もし得かもしれないと思っている通信事業の方がいらっしゃるとす

れば、それはちょっと先を見るとあなたも枯れてしまいますよという話なので、もう一回

そこは見直していく必要があるのではないかと思っています。 

 

安念 通信事業者との関係というのは、実は重大な論点だと思います。機会があったら、
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また後刻触れていただきたいと思うのですが、既にほとんどすべての方からご指摘をいた

だきましたように、流通、流通ということばかりが議論されるけれども、その生産といい

ましょうか、制作の現場がどうなっているのかということはもっと議論しなければいけな

いことだということでした。 

 確かに流通と生産というのはどんな産業でもニワトリと卵の関係で、どちらが先とはい

えないと思うのですが、それにいたしましても流通というのは生産があってこその流通で

すので、その流通についてちょっと伺いたいと思うのですが、コンテンツ制作の生産の現

場というのはどの程度に衰退していると考えればよろしいのか。それは、日本の産業が少

子高齢化によって次第次第に傾向的にシュリンクしていかざるを得ないのと単に歩調を合

わせているのか。それなら、それはそれである意味しょうがないことですよね。そういう

問題ではなくて、もっと構造的な、あるいは特別な要因があるのか。また、コンテンツご

とに、例えばテレビ番組はテレビ番組、本なら本といったように、部門別にまた状況が違

うのかといった点について、もしコメントしていただければと思うのですが、いかがでし

ょうか。例えば砂川さんから、いかがでしょう。 

 

砂川 テレビ番組の制作という意味で言うと、テレビ自体がある種、自分たちの制作体制

を確立してから今に至るまでというのは、まだそんなに年数的にはたっていないと思いま

す。55年の歴史の中で多分 30年ぐらい、特に 80年代から今に至るまでというのがテレビ

の体制を確立した時代だと思うので、そういう意味では、どことどこを比べてどうなのか

ということはなかなか言い難いところがあると思うのですが、ただ、先ほど堀さんからも

ご指摘があったように、現状、今非常に疲弊してきているのは間違いありません。 

 まず、テレビ局に志望する学生の数自体は減っていないと思うのですが、放送局の人と

話をすると、報道志望や制作志望が非常に減ってきていて、放送局の採用自体も部門に分

けたりしているところもあって、ものを作りたいから放送局に入りたいというより、どち

らかというとビジネス的な志向で入ってくる。これは採用の時期の問題もあって、当然ほ

かの業種とも掛け合いで受けていたりするものですから、何か番組を作りたいという形で

来ている学生が減っているということは共通して言われるのです。それから、制作会社の

大手の団体が合同の説明会を開いても、そこに来る学生も減っているのも事実なのです。 

 ですから、番組を作るという人たちが減っているのは確かですし、さらに、これは私の

大学だけかもしれませんけれども、新聞社への志望というのが激減しています。記者職と

いうのはほとんど 3K職種と彼らは思っていて、しんどい思いをして、夜討ち朝駆けをして、

何かネタを取るということに対して、そんなのネットに出ていますよと。ネットに出てい

るのは人間がネットに記事を書いているのだよと言っても、ネットに出ていますというだ

けになってしまうのです。 

 

安念 それは本当ですか。全国紙でもそうですか。 
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砂川 ええ。出版社もハードカバーのものは減っていて、ファッション雑誌であったり、

いわゆる軟派系のものに対する志向はありますが、こつこつやっていこうというのは減っ

ている。これは本当に感ずるので、大学としてはゆゆしき問題だなと思っています。 

 

安念 しかし、記者や制作の現場が 3K 職場だったのは、昔からそうですよね。今になっ

てそうなったわけではないでしょう。なぜそんなになったのですかね。考えてみると、岸

さん、ちょっと官僚を志望する人と傾向が似てきていませんか。だんだんと、徹夜は嫌だ、

もうちょっとこぎれいな仕事がしたいなとみんな思うようになっていますよね。 

 

岸 明らかに官僚になりたがる人は減っているのです。これは激減しています。ただ、そ

れと同じかどうかと考えると、正直僕もよく分からない。ただ、少なくとも自分がかかわ

っている音楽業界でも、希望する人が増えていることはそんなにないなと。自分の教え子

を見ていても、どこへ行きたいかという話を聞いていますと、まさに今砂川先生がおっし

ゃったような傾向は若干あるのかなという気がしています。 

 

安念 どういう傾向ですか。 

 

岸 やはり「厳しい職場はどうもね」という感じになっていますので、これは、僕は正直

言って若い人の根性がなくなっている部分もあるのかなという気はしているのですけれど

も、役所を選ばないのは合理的判断だと思いますけれども、少なくともだんだんそうなっ

ている中で現場の力が弱まりつつあるのは事実かなという気はしています。 

 

安念 これは世代論だからあまり議論してもしょうがないけれども、要するに「最近の若

いやつは」という側面の話なのか、もちろんそれだけではないのでしょうね。堀さん、い

かがですか。先ほどその点についてはかなりもう既に踏み込んだ発言をいただきましたけ

れども。 

 

堀 「みんなの就活日記」などを読んでいると、みんな表面的なことはよく調べています

よ。休みがないとか、夜が遅いとかというのはよく知っています。ホリプロを志望する子

というのは、エントリーシートでも 1万人ぐらいだと思うのですが、結局、就社なのです。

ホリプロは上場もしているし、まあ食いっぱぐれはないだろうというところでうちを受け

に来て、うちを落ちてしまった場合にはメーカーとか、地方公務員とか、全然職種がばら

ばらなのです。昔は記念受験というのがありましたが、そうではなくて、入れたらめっけ

物と。でも、3 年後生存率とかと言っていますけれども、半分は辞めていくのです。本当

にすぐに辞めてしまいます。 
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 そこのところは確かに、番組の作り方も多分そうなのだと思いますが、なるべく簡単に

できて、簡単に効果が出てということを、作り手も視聴者もみんなが求めている。早く結

果を知りたいとか、ニュースでも難しくするよりはヘッドラインニュースで十分だとか、

全体的にそういう流れになっているので、判断が早いですよね。そんなに悩まないし。た

だ、制作現場でもだんだんきつくなってくるとあまり悩まずにぱっぱっぱっとやってしま

おうという流れは、予算が減れば減るほど出てくると思います。 

 

安念 私は世代論もカルチャー論もあると思うのですが、だんだんと制作現場が疲弊する

というのは、後方的にはお金が回らなくなるというのが最大の理由だと思います。さて、

お金が回らなくなるというのは、先ほども申しましたように、日本の経済が全体としては

だんだん規模が小さくなっていくということにそのペースが合っているのであれば、これ

はもうしょうがない現象です。これはもうどうにもしょうがないことだと思うのですが、

それだけなのでしょうか。つまり、もっと端的な言い方をすると、コンテンツに対してそ

もそもお金を払うという気持ちが薄れているというのか、お金を払いたくないと人々が思

い始めているのではないか。この点はいかがでしょう、砂川さん。 

 

砂川 NHK さんが「デジタルネイティブ」という NHK スペシャルを作られて、要するに、

1980年代以降で生まれたときからデジタル環境にあった。これは主に外国の事例を挙げて

みましたが、日本で言うと、いわゆる平成生まれの子がもう大学 2年生ぐらいになってい

るわけです。この子たちが生まれて物心ついたときにはもうデジタル環境だった子たちだ

と思うのですが、今、安念先生が言われたように、僕が非常に世代論として懸念している

のは、無料のメディアとしか接しない傾向が非常に強くなってきていて、つまり、今はも

う“ケータイ”というのはほとんど無料の世界ですね。有料の世界にはほとんどアクセス

しませんし、もともと若い時分というのは、われわれもそうでしたけれども、お金がそん

なにないですから、どんどん無料のものしか行かない。 

 そうすると、堀さんからのお話もありましたが、インスタントラーメンしか食べたこと

がない人はインスタントラーメンの味しか分からないのです。だから、無料のコンテンツ

しか経験のない人に、お金を払って難しい本を買うとか、ネットで見る映画と暗い映画館

の中で 2時間拘束されて千幾ら払って見るものの差とか、そういうものを逆にわれわれの

世代がきちんと伝えていかないと、今の物心ついたときからネットでかつ無料のコンテン

ツで育ってきているというのは、決してその世代にとって幸福なことだと思えないのです。 

 

安念 見たり読んだりするのは基本的にお金がかかるのだというのは、もう自明ではない

ということですか。川上さん、これについては特にご意見はおありではないかと思うので

すが、いかがですか。 
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川上 3月にも言ったのですが、僕が学生の時分というのは、CDを 100枚以上持っている

とか、ゲームを何本持っているとか、そういうことを自慢する人がいたのですけれども、

今の高校生の子たちには多分そういう子がいないのです。なぜかというと、そういうコレ

クションをする人というのは、コピーしているデータとかを CD-ROMに焼いてたくさん持っ

ているというような人たちになっているので、やはり違法コピーする手段ができたという

ことと、お金を出したものとの差がなくなっているというのが大きな原因だと思います。 

 昔、CDパッケージとそれをコピーしたテープのものとでは明らかな違いがありましたし、

印刷物や箱などはお金を出さないと手に入らなかったのですけれども、今、データだけの

世界になってしまうと、お金を出した人も違法コピーした人も基本的には同じものを持っ

ている。どちらかというと、DRM がかかっていない分だけ違法コピーした人の方が便利な

ものを持っている。そういう状況が変わらないと、コンテンツを好きな人は便利な方に行

くでしょう。むしろお金を出すということ自体インセンシティブが減ってしまうので、コ

ンテンツそのもののフォーマットをもっと魅力があるものに変えていかないといけないと

思います。 

 

岸 今のお二人の点に関連して個人的に思うことは、まさにコンテンツの制作にお金が回

らないという観点で考えた場合、砂川先生、川上会長がおっしゃったことに自分も賛成で

ある反面、よく分からないなと思うのが、例えば、私はエイベックスにもお世話になって

いるのですけれども、エイベックスで先週 EXILEの新しいアルバムを出して、これ多分 200

万枚行くぐらいすごい勢いで売れているのです。やはり本当にいい作品を作れば、みんな

買うのではないか。逆に言えば、買わなくなったというのは、お金を払うほどでもないと

思っている若い人も意外といるのだと思います。ニワトリが先か卵が先かになってしまい

ますけれども、質が落ちているから買われなくなっているという部分も部分的にはあるの

ではないかという気がするのです。 

 もう 1点思うのが、まさに需要する側、ユーザーがお金を払わなくなっているという問

題があるわけですが、同時に、作る側の中でも回らなくなっているのかなと。つまり、今

まさに景気悪い中で、マスメディアとかコンテンツ会社がみんな厳しくなって、みんなコ

ストカットしていますよね。そのコストカットがどう影響しているのか。私は昔、不良債

権処理のときに産業再生機構というのを作りまして、事業再生にもかかわって、その経験

からも、事業再生の基本というのは三つなのですね。一つは大胆なコストカット、無駄な

部分のコストカットをする。2 番目に、一番コアコンピタンスがある本業にリソースを集

中する。3 番目に、本業、コアコンピタンスと関係ない部門は、どんどん売却か廃止して

やっていく。そう考えた場合に、大胆なコストカットというのは大体無駄なコストが起き

るものなのです。でも、もしかしたら、自分が知っている例から言っても、メディアとか

コンテンツの会社は、景気が悪い中で一律のコストカットをしてしまって、現場も切って

いないか。ほかの無駄な部分、いろいろな OB関係など無駄のあるものを残して、逆に現場
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にしわ寄せしてしまって、それがクオリティに影響するという悪循環も出ているのではな

いのかという気はするのです。 

 

安念 それはやはり、メディア関係の産業がメジャーな位置に立って、普通の官僚的な組

織になって、要らないと言ったら悪いけれども、間接部門その他に手厚くするようになれ

ば、カットするときにはまた一律という官僚的な方法になってしまうのは当然ですよね。

それはある意味でメディアも十分に成熟した産業になったということなのではないかと思

うのですが、これもまた後ほど時間があれば深めたいと思います。 

 菅原さん、いかがでしょう。音楽産業の制作現場そのものにおられるわけではないと思

いますが、音楽を生産する場での、衰退のようなものはあるのですか。とはいえ、EXILE

のようにまさにミリオンセラーもないわけではないですよね。数は少なくなったとは思い

ますけれども。 

 

菅原 そうですね。客観的に見て数字として出てくるものとすれば、やはり CD 等の生産

実績が毎年落ちているというのが一つの数字だろうと思います。ただ、それでカタログが

減ったかというと、減っていないのです。カタログ数は増えているわけです。そうすると、

一つはやはり、嗜好品とまで言っては語弊があるかもしれませんが、人の好みにかかわる

ところが今どんどん多様化しているのではないか。そうすると、昔のように一つのもので

幅広く多くの人が楽しむというものが、今はある限られた中のファンという、構造が大き

く変わってきているのではないかと思うのです。だから、そこにどう対応するかというこ

とが一つ必要だろうと思います。 

 もう一つは、先ほどから受け手といいますか、消費者といいますか、そちらがただと言

っているのですが、実はただではないですよね。通信料であるとか、パケットにしてもコ

ストを払っているわけです。そこの構造の違いが、昔は物中心でしたから、物を買ったと

きはその中に流通コストが入っていて、表に出ていかなかった。今は、流通の部分は払っ

ているのですが、制作に対する還元がないという構造になっているわけですから、そこを

どう整理するかというのが必要なのだろうと思うのです。そのときに、流通側がすべてを

代表して還元させるのか、あるいは、こういうどんどん分かれていく時代ですから、流通

部分のコストと、まさにコンテンツ、創作に対するコストというものを分けて、最終的に

買った人が負担するのか。そういうところは整理して認識していく必要があるのではない

かと思っています。 

 

安念 なるほど。確かに好みもセグメント化されて、例えばの話、せんだって亡くなった

遠藤実先生が作曲された「高校三年生」などというのは、私どもの世代であると恐らく日

本中知らない人がいないと思うくらいに知られたわけですが、恐らくそういう歌とかコン

テンツがだんだんなくなって、一定のセグメントごとに訴えかけていくというふうにせざ
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るを得ないだろうと。さはさりながら、ではそういう需要がなくなっていくかというと、

もちろんそうではない。一方、お金を払う気がなくなったのかというと、それもそうでは

ないわけです。そうであるものもあれば、そうでないものもあるという、いずれにしまし

てもまだら模様というのが現状なのだろうと思います。 

 それで、今日どうしても触れなければならないのは、やはりネット権の問題とフェアユ

ースの問題なのですが、権利処理が非常にコストがかかるので権利処理を迅速にすること

が流通促進である。そのためには権利者の権利を何らかの形で弱めるしかないのだという

発想は昔からいわれてきたことですが、それをいよいよ法制度化しようという動きがここ

半年か 1年の間に非常に急速に盛り上がってきたと思います。 

 ネット法とかネット権といわれている制度は、私も完全に理解しているかどうかあやふ

やですので、ご訂正いただくところがあればパネリストの方やフロアの方にぜひご訂正い

ただきたいのですが、私の理解している限りでは、ネット権者というものを創出して、ネ

ットにアップするという限りではネット権者に許諾権および許諾義務を与える。ただし、

その許諾権や許諾義務の源となるクリエーターの権利については、どうやらクリエーター

の許諾なしにネット権者が利用できるというものであるように思われます。 

 もちろんその結果、利用されたら、そのネット権者がクリエーターに適正な配分をしな

ければならないということですが、いずれにしても、今までのクリエーター、つまり著作

権者が持っておりました許諾権というものを、現在の著作権法の言葉を使えば報酬請求権

にしてしまう。つまり、使うのは嫌だとは言えないが、後でお金がもらえるというふうに

するということではないかと私は思います。それが、仮に流通促進が必要だとしての話で

すが、その流通促進に役立つのであろうかというのが非常に大きな論点です。これがネッ

ト権のお話です。 

 それから、フェアユースというのは、ここにおられる方はもう既にご存じの方が多かろ

うと思いますが、現在の日本の著作権法では、著作物を無料で使用できる場合というのは、

私的複製であるとか、学校での利用であるといったように、個別に列挙されているわけで

すが、それについて包括的な規定を設けて、例えば非営利の場合であって、そんなにたく

さん枚数を刷るのでなければ包括的に使用を無料で認めようという考え方でして、アメリ

カの著作権法 107条では明文化されているものです。これもやはり、今よりは著作権者の

権利を弱めようという方向での立法提案ではないかと思います。 

 というわけで、ネット権の構想とフェアユース条項の新設というものが、流通促進が正

しい目標であるとして、流通促進に資するのであろうかという点について、このシンポジ

ウムでは避けて通ることはできない論点だと存じますので、ぜひご意見を拝聴できればと

存じます。どうぞ、菅原さんから。 

 

菅原 先ほどもちょっと申し上げましたが、結論的に想定されるのは一瞬の促進であって、

そこから先はあまりバラ色は見えないですね。それで、順番に意見があるのですが、先ず
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堀さんからもあった適正な対価は、誰にとって適正なのかということです。お互いに話を

して適正だと思えば、今のところで許諾ができているはずなのです。それが片方だけのお

話であれば、それは多分反対側から見れば適正ではないということがあるだろう。 

 もう一つは、前回もそこの悪者探しをしても話は進みませんよということもあったので

すが、例えば現権利者が報酬請求権になったとしても、最後コンテンツが動くかどうかと

いうのは、コンテンツホルダーの必要性と意欲です。それが持てるかどうかというのは、

これも前回あったビジネスモデルができているかというところにいってしまうわけですか

ら、いくら制度を作ったとしてもコンテンツホルダーがその気にならないときには流通し

ません。 

 さらに、そこまで無理やり出させて、例えば応諾義務というような形で一元処理をしよ

うとすると、今度は流通の特化性といいますか、あそこに行って買いたいというものがな

くなりますから、どこへ行ってもそれがあって、しかもどんどん価格が安くなるとすれば、

最初にやろうとした人が決して儲からないですね。全体が今度はダンピング競争になるこ

とによって、先ほど申し上げたどんどん水がなくなっていって枯れていく状況になると思

うのです。 

 もう一つあの中であるのは、例えばネットでの違法利用について、ネット権者が代表し

て全部すみやかにできると言っている。では現状はどうなのかと考えると、現状の法律で

もできるわけです。それが変わるのか。変わらないですね。 

 それから、フェアユースの面で言うと、今議論されているものがなかなか不明瞭なので、

はっきりとこうだというのが言いにくいのですけれども、どうも議論している内容を見る

と、先ほどご紹介のあったアメリカのような非営利云々というように限っていないように

見える、日本型というのが。それは、言葉の上ではフェアユースと使っていますけれども、

何なのでしょう。さらに前提として、権利者の利益を不当に害さずにと言っている。そう

すると、そこは全部とことん訴訟にまでと考えているのでしょうか。これはかえって社会

も混乱するし、新しい発展というものを阻害してしまうのではないかと思います。 

 

安念 フェアユースの規定というのは非常に漠然とした規定ですから、私のようなロイヤ

ーからはもちろん歓迎です。訴訟が増えるからです。これは当然ですね。アメリカの場合

はフェアユースについてどういう判例があるのかだけで、何センチもあるぶ厚い本があり

ます。それはもう当たり前ですよね。漠然とした規定で、しかもコンテンツの流通に関し

ては死命を制するような条文なのですから、アメリカのような訴訟社会であればおびただ

しい判例があるわけでして、その判例を分析するだけで法律家は食べていけるという、私

からすれば誠に好ましい、世の中にとっては誠に嘆かわしいと、そういうことになるので

はないかと思います。 

 もう一つ、権利処理が大変なら、これからはネット向けの権利処理をやってコンテンツ

を作る、あるいは、ネットにアップしないのであればネットにもアップできるように契約
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をしつらえて作ればいいだけのことではないのかなという気が、私のような素人はするの

ですが、それはちょっと乱暴な話なのでしょうかね。 

 

菅原 おっしゃるとおりだと思います。新しいものについてどういう合意をしていくか。

それともう一つは、予定しなかったものが出てきたようなときに、例えば権利情報をお互

いに共有化していることによって、後でどこに話しにいけばいいというのがすぐに分かる

とか、そういうものがこれから、特にまさにデジタルのネットワークになったときに必要

なのだろうと。 

 それから、最終的に許諾をするとか、使うことに関しての問題というのは、相対すると

大体お話ししてできるはずなのです。一番問題なのは、その後の、個々の権利者に対して、

シェア型にしろ、どういうものであれ、どのように大量のものを分配していくか。そうい

うインフラといいますか、その仕組みがないままにただいろいろなお話をされていても、

そこで止まってしまいますよね。そちらの民間同士の取り組みをまず急ぐという方に、国

も支援された方がよほど早道ではないかと思います。 

 

堀 報酬請求権というのはすごく聞こえのいい権利のように思うのですが、欧米でも報酬

請求権というのはほとんど報酬が取れない権利なのです。日本でも報酬請求権が幾つかあ

りますね。二次利用についての権利として付与されていますけれども、一つの交渉に、例

えば今年度の利用料を決める報酬請求権を行使するのに、交渉が何年もかかると。よほど

その方が煩雑なのです。結果払えないという話で収まってしまうのですね。 

 ですから、それよりも許諾権で今、旬のときに幾らで買うのか。これは普通の商取引だ

と思っているのですね。そこがこの報酬請求権という言葉でまやかされる。すると、新た

なネット権者をレコード会社であるとか映画会社とかテレビ局に付与すると言っているの

ですけれども、先ほど申し上げました弁護士先生から言わせると、「それなりの業者ならば

誰でもネット権者になれる」という。では誰が「ネット権者」を決めるのかというとそこ

も曖昧。それと、「ネット権・ネット法があれば正直うまくいくかどうかは分からない・・・」、

とそこの質問で答えているのですね。ではそんな曖昧なこと言わないでくれと。そういう

簡単なことなのだと思うのです。 

 フェアユースに関しても「日本版」と付いているのがミソで、何が「日本版」と「アメ

リカ版」が違うのかさっぱり分からないわけです。もともとは、おそらく検索エンジンの

サムネイルに画像の一部を使いたい、ということから始まった話だと思うのですけれども、

「サムネイルぐらいいいじゃないか、フェアユースだよね」と言っていた話がいつの間に

か「コンテンツそのものもフェアユースでいいじゃないか」になっている。ネットで使う

ときには権利制限してしまおうという話にすり変わっているのですね。先進国で権利制限

をして何かを流通させましょうなどと言っている国はないのです。今、WIPO（世界知的所

有権機構）でも南北問題になっていて、アメリカ・ヨーロッパと、新興国･発展途上国の著
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作権、知的所有権の権利制限規定の取得争いになっていますので、英語のソフト、グロバ

ールソフトをできるだけ権利制限して使いたいのは新興国であったりするのに、先進国の

中で日本だけが権利制限を国内では言っているというのはすごく変な話だなと。 

 そのときも申し上げましたが、おとぎ話でも弁護士の資格を持っている人が書くと、何

かすごく難しく書かれてあって、何となくそれがいいように聞こえる。でも中身は何もな

いですから、ぜひご覧いただければよろしいかと思いますが、適正な対価のことに関して

も「皆が納得する」とか書いてあるのです。商売の中で皆が納得するなどないわけなので

すね。それを法律でやろうというところがまずもってとんちんかんです。それに尽きます。 

 

岸 この問題はいつも熱くなってしまうのですが、僕はネット法も日本版フェアユース規

定も、フェアに見て、立法論的に見ても、現実論から見ても、最低最悪ですよね。 

 

安念 そこまでおっしゃいますか。 

 

岸 ええ。順番に言いますと、まずネット法に関して、まさに隣接権者の許諾権を報酬請

求権に切り下げる。もしこれが本当なら、権利制限ですよね。法律を作る場合で権利制限

をするというのは、権利を制限せざるを得ない公益性がないと駄目なはずなのです。では、

デジタルコンテンツの流通促進が公益になってしまうわけです。それは、民間人数名が行

って知財本部の報告書に入ったから公益とみんなが認定したのかというと、全然そんなこ

とはないと。そういう、立法論から言えば明らかにおかしい構成をやっている。多分、彼

ら的には、アメリカなどでは例えばテレビ番組がネットで流通していて、これはプロデュ

ーサーに権利が集まっているからだと言うのですが、実際はハリウッドの方では、基本的

にプロデューサーがある種自分でリスクを取って資金を集めるという形でリスクを取って

いるわけで、その代償とも呼べるわけです。そこはちゃんと理屈があるわけですから、そ

ういう中で理屈もなく主権を制限するというのは本来できない。 

 もう 1個言えば、それを実際に作った場合、現実にワークするかというと、菅原さんが

おっしゃったとおりで、実務的な隣接権者とネット権を持っているおっさんとの取り決め

というのは民間に任されてしまう以上、そこで決まらなかったらできないはずで、結局今

と変わらないわけですよね。 

 日本版フェアユース規定といわれるものに関して言えば、確かに権利制限の一般規定は

あった方がいいのかもしれません。今の限定列挙だと、技術進歩には追いつけませんから。

ただ、それを越えて、少なくとも日本版フェアユース規定について言っている人たちがし

ゃべっていることを聞いていると、ベンチャーをスタートする人のリスクを下げるとか、

意味不明の理屈を言っています。要は、起業するリスクを下げるということも言っている

のです。本来、英米のフェアユース規定というのは、学術利用や報道など目的で整理され

ています。ベンチャーのリスクを下げるとか、ビジネスを成功させるとか、そんなのは全
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然意味がなくて、これはあくまでそういう目的の部分で金が儲かるかどうかの結果でしか

ありませんから、そういう部分も平気で言ってしまってやっていこうということです。権

利制限の一般規定をある程度入れるのは当然としても、そういう形で、結果にしかすぎな

いビジネスのため、リスクを下げるためにこういうものを入れると考えているならば、こ

れは基本的に話になりません。 

 では、現実論でフェアユース規定をやった場合どうなるか。やはりこれも、言っている

人たちは、そういうものがないと今の著作権法の規定では新しい起業をする人への萎縮効

果があるなどと言っているのです。要は、ネットベンチャーを立ち上げた場合に、まさに

先ほどのサムネイルの話みたいに、それで違法になった場合になかなか成功できない、リ

スクがあるといわれているのですが、逆にこんな規定を作った場合は、これはコンテンツ

を作る側への萎縮効果は間違いなくあるわけですから、やはり現実論から言ったらなかな

かワークしないはずと考えています。だから、残念ながら両方の提言はあらゆる観点から

おかしいと言わざるを得ません。 

 

安念 これは岸さんがおっしゃっているわけではないから、おれに言われても困るとおっ

しゃるかもしれませんが、唱えている人々はベンチャーにとって起業しやすくなるという

ことですか。フェアユース規定があると。 

 

岸 そういうことも言っています。 

 

安念 しかし、例えば私がベンチャーを立ち上げたとします。コンテンツベンチャーで、

他人のものが何となく今よりも使いやすくなる。しかし、それを使って私が作ったコンテ

ンツを、今度、岸ベンチャーがまた使ってしまうわけでしょう。同じことではないですか。 

 

岸 僕もそう思うので、そういうことも言っていて、要は立法論的な理屈が全然分からな

いのです。単純に、先ほど僕が言ったみたいに、今の限定列挙だと技術進歩でなかなか追

いつけませんね、そういう例も出ていますよね、だから緩やかな一般制限規定があっても

いいのではないですかというのなら分かるけれども、何で「日本版フェアユース規定」と、

訳の分からない「日本版」と付けるのかとか、正直言って意味不明ですよね。 

 

安念 そうですか。すみません、司会が口を挟むのも何なのですけれども、アメリカの著

作権法に関する限りは、確かに目的で切られているのです。条文をあえて申しますと「批

評、解説、ニュース報道、教授（教室での利用のための複数のコピー作成行為を含む）、研

究、調査等を目的とする場合」に、さらに一定の要件を満たせばですが、フェアユースが

認められるということでして、それは当然のことですが、ベンチャーのためだとかそうい

うことではない。たまたまベンチャーに役立つことはあり得るかもしれませんが、そうい
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うものではないですね。 

 川上さんなどは、世の中ではどちらかというと権利制限派ではなかろうかと見られたり

することはありませんか。権利制限派、つまりネット権とかフェアユースとかというよう

にして、クリエーターの権利を制限した方がいいという側に立たれるのではないかと世の

中では見られていませんか。そんなことはないですか。 

 

川上 実は、ネット法の議論というのは僕はあまりぴんとこなくて、そんなに詳しいわけ

ではないのですが、例えばわれわれの立場からするとフェアユースの定義で何が入るのか

というので、あれはもちろん検索エンジンのサムネイルから始まった話なのですけれども、

例えばうちの動画にあるような MADとかパロディとかというのは、あれが認められるのか

なというのが内心期待しつつ議論を見守っていたのですが、そういう議論は全くされてい

ません。 

 ちょっと話がずれるのですが、似たような話で、多分ネット権の元になっているのはこ

の JASRAC の仕組みそのものが多分アイデアの源泉になっているのだと思うのですけれど

も、JASRACというものがあることによって、日本で世界ではないような産業というのが一

つ誕生したのです。それは何かというと、いろいろあるのですけれども、カラオケだった

り、着メロという世界がそうですよね。実は、ドワンゴというのはもともと、今でも主力

事業は着メロ、着うたなのですが、着メロのマーケットというのは日本だけで成立してい

て、世界のほかの国ではあまり成立していないのです。なぜかというと、JASRACみたいな

組織は世界中にあるのですが、一括して楽曲を管理できている組織というのは、世界中を

見ても日本の JASRACぐらいなのです。 

 ですので、われわれは音楽出版社などと直接交渉する必要がなく着メロサイトを作れた

ので、その着メロサイトの中で非常に競争をして、われわれの会社が上場するまで大きく

なれたのですが、そのときに、やはり一括なので、特にレコード会社が 1円も儲からなか

ったのです。それで、レコード会社がレコ直というサイトを作って着うたというものがで

きて、着メロマーケットが全部着うたに変わってしまったという、われわれにとってはち

ょっと悔しい事件があったのです。 

 そのときに僕自身もすごく勉強になったのですが、やはりコンテンツの値段というのは

言い値なのです。もともとただだろうが、100 万円だろうが、値段が付いていないものな

のです。ですから、値段を決めるというのが実はすごく重要な場でして、着メロというの

は、われわれは 15 曲 300 円ですので、1 曲 20 円で売っていました。われわれはまだ高い

方で、1曲 10円とか、もしくは 100円取り放題とかいうサイトが中心で、基本的に同一の

条件で競争すると、安売り、安売りになってしまうのです。それが着うたになって 1曲 100

円になりました。これは成立しないだろうとも思っていたのですけれども、成立してしま

ったのです。 

 それで、レコード会社とかいろいろな人と交渉していたのですが、そのときに着メロと
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は全然違う現象が起こって、どういうことかというと、着うたの場合だと権利というのは

一曲一曲やるのです。例えばこのアーティストの新曲は配信してもいいけれども、過去の

曲はまだ駄目とか、過去の曲は 1カ月後とか、すごく出し惜しみをするのです。われわれ

からしたらただの出し惜しみにしか見えなくて、「理由はないだろう。全部許諾しろ」と思

うのですけれども、出し惜しみをすごくする。 

 でも、それには実はすごく理由があって、コンテンツというのはイメージのコントロー

ルや情報の露出などによって、全く価値のないものに値段を付けて売っていく商売なので

す。そういうコントロールする権利をコンテンツのクリエーターサイドが持つというのは

非常に大切なことで、結果的に、われわれは着メロの業界においてはレコ直さんにだいぶ

後塵を拝することになったのですが、着メロから着うたのマーケットになって、マーケッ

トサイズが増えたのです。音楽業界というのは世界的にどこも非常にマーケットサイズが

小さくなっているのですけれども、日本だけは携帯の着うたのマーケットがあるのでまだ

何とか売り上げがとどまっているという状況があるのです。 

 ですので僕は、ネット権の議論というのはどういう議論がされているのかいまいちよく

分かっていないのですが、一つ思うのは、コンテンツのホルダーサイド側にある程度の交

渉権を持つというのは、もともと言い値のコンテンツの値段ですので、高くして、できる

だけビジネスサイズ、マーケットサイズを広げるためには必要なことだと思います。ただ、

着うたのマーケットというのは、多分着メロがなかったらできなかったのですよね。レコ

ード会社が単体で存在していたら、そんなアイデアは多分出てこなかったでしょう。です

から、外部の IT企業とかベンチャー企業みたいなものがそういったトライアルをする自由

度というのは、僕は多少あった方がいいと思っています。 

 そうすると、今のフェアユースというのは、どちらかというとそのコンテンツそのまま

をただで流通してみたいなところに力点があると思うのですけれども、着メロなどはその

まま流通したわけではないのです。必ず MIDIに変えていって、新しいクリエイティビティ

を付加したサービスだったので、あそこまで広がったと思うのです。そう考えると、やは

り二次利用というものについてもっと促進していくことがコンテンツの価値を高めること

につながると思いますので、そういった観点からの議論をしてほしいなと思っています。 

 

安念 それはごもっともだと思います。やはり付加価値がないとディマンディングな消費

者は受け入れるはずがないでしょう。 

 

砂川 ネット権・ネット法とフェアユースのお話ですが、やはり自分の権利は強く、他人

の権利は弱くということで、そうすると、今回ネット権とか日本版フェアユースと言って

いる人は結局それがもう透けて見えているところがあって、私が知っているネット権を言

っている方が 5～6年ぐらい前に、コピーレフトといって、要は権利をなくして全部流通す

るようにすればいいのだとおっしゃっていたのです。その方とお話をして、ではコピーレ
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フトだというのを誰が決めるのですかと言ったら、おれが決めるというわけです。という

ことは、コピーライトをあなたが持っているのではないですかと。 

 だから、結局自分が生殺与奪を握りたいという非常に短絡的な話で、放送局の中でも、

ある種のネット権・ネット法に理解を示すような発言をしている人は、新聞社出身の経営

者が多いわけです。それは非常に象徴的なのですね。新聞という媒体の特性とかを含めて

ですから、もともと集団作業的にいろいろな経営者と付き合って放送番組ができるという

のではない。非常に豪腕で政治家とどうこうしてこうやればみたいな発想の中でネット権

も日本版フェアユースも出てきているので、岸さんがおっしゃるように政策論的にも法律

論的にもおかしなものが出てきてしまうと思うのです。 

 だから、何かネット権反対集会みたいになってしまいましたが、基本的には良くないも

のだと思うけれども、僕は目的別のフェアユースというのは実はぜひお願いしたいことが

あるのです。僕はもともと放送が出身ですので、こういう技術の時代ですから、新聞の縮

刷版の放送版がどうにかできないかなと思っています。つまり、番組単位でのアーカイブ

ではなくて、丸ごと録画というのがもうできる環境にあるわけです。それはなぜ必要かと

いうと、例えば大事件のときに、阪神淡路大震災という事件のときにコマーシャルはどう

だったのだろうかとか。 

 新聞の縮刷版がなぜ貴重かというと、昭和 16年 12月 8日の太平洋戦争開戦の紙面の中

に、変な話ですけれども、女性の生理用品の広告が載っていたりするのです。ということ

は、その当時の日本はそこまで言論統制的にも厳しくなかったということが分かるわけで

すね。新聞学とか新聞研究というのはそういうことである種進歩してきた歴史があります

ので、放送も、当時どういうコマーシャルが流れていたのかとか、その番組はどういう前

後の番組であったのかということが、技術的には分かる時代だと思うのです。 

 例えば、この間も学生に豊田商事事件の話をして、映像を見せようと思っても、当然な

がら NHK、民放に行っても見せてくれないですよね。そういったニュース映像は各局のラ

イブラリーにはありますが、一般公開はされていない。それから、横浜に放送ライブラリ

ーがあるけれども、これも番組単位でしかない。そうすると、学生は何をするかというと、

豊田商事刺殺事件の動画というのは You Tubeに出ているのです。そうすると、今の学生が

過去を知る場というのは、だからこれは今から先の話で当然いいのですけれども、ネット

というものを使うことは技術的にはもう可能になっているわけです。 

 その丸ごとライブラリーというのを大学でやろうと考えて、著作権のグループを作って

議論をして、文化庁にも打診したのですが、結果的に僕が個人でやる分には私的だから構

わないけれど、大学でやった瞬間に、それは違法という形になるというのです。しかし、

今のテレビ番組、今でも放送されているわけですが、これを丸ごとアーカイブしていくと

いうことは、必ず将来的には価値のあることですよね。日本ではどこもされていないわけ

ですから。こういった学術目的のものについては、今の権利制限規定というのはぜひ広げ

てもらいたいと思っております。 
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安念 これは私も本当に大賛成でして、私も以前ちょっと考えたことがあるのですが、例

えばワイドショーを徹底的に録画して分析するというのは、恐らく 20年ぐらいたつと非常

に重要な資料になるだろうという気がします。今のところは、学校教育法上の学校で教育

の目的に使うのであればある程度の複製が認められておりますが、これはご承知のように

非常に範囲が狭いものですので、やはりフェアユース規定が一概に駄目だということには

私はならないだろうと思います。 

 ただ、アメリカの議論を私が若干承知している限りで申し上げれば、アメリカのフェア

ユースの考え方というのはビジネスに直接役立とうということではなくて、著作権を保護

するというのは一面でというか、他面では他人の表現の自由を制限することになるので、

あまり権利が強すぎると憲法上の表現の自由を制限することになるから、その安全弁とし

て設けたのだと。普通はそういう説明がされておりますので、やはりその点の思想的な文

脈というのは、日本で議論するときにも尊重しなければならないのではないかという気が

私はいたします。 

 今までいろいろ議論していただきました。私どもももちろんネット権反対総決起集会を

しようなどということでは全然なくて、権利が一元的に集約されて処理できるというのは、

取引費用を低減するからいいに決まっています。それを権利者から権利をいわば奪うこと

によって実現していいのか、それが産業政策として望ましいのかという話であったと思う

のです。JASRACの場合も、当たり前の話ですけれども、権利者から権利を同意なくして取

ってきて許諾しているわけではなくて、一人一人の権利者と交渉しての末のことですから、

やはり JASRACがビジネスモデルとして考えられたのがネット権だというのは、私もそうだ

ろうなと思うのですが、だいぶ文脈の違う話ではないかなという気がしました。 

 さはさりながら、何かに反対するのであれば、何かの積極的な提案をしなければならな

いと思います。これは本当に永遠の問題ですが、ネット上でのコンテンツビジネスを、大

もうけとはいかないが、少なくともペイするぐらいの産業にするにはどうしたらいいのか。

一つが、川上さんが冒頭におっしゃったところのサーバー型の課金システムということな

のですが、ほかに何かお考えのある方がいらっしゃったら、ご発言を伺いたいと思います

が、いかがでしょう。 

 

堀 川上さんがおっしゃっていたことは、技術的な部分も含めて、そういうアイデアもあ

るなと思います。川上さんの発言はネット法推進派のパンフレットに載っているので、多

分ネット法推進派だと思われているのだと思うのですが、そこは勝手に使われていますか

ら気を付けてください（笑）。 

 アメリカの音楽産業に比べて日本の音楽産業にそれほどダメージがなかったというのは、

いい意味で解釈すれば、ドメスティックだったからです。多少アジアにはあったとしても、

ワールドワイドではなかった。アメリカの音楽産業がものすごいダメージを受けているの
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は、基本的なプログラムがワールドワイドで成り立っているから、ハリウッド映画もそう

だというモデルだと思うのです。 

 「ネット法・ネット権」の話も、もう一回戻ってしまうとあれなのですが、ドメスティ

ックなことをやるために権利制限をするというのは、ただでさえマーケットが小さく、物

理上人数が減っていっているのに、国がやる政策としてはどうかと思うのです。国がやる

のなら大きいビジョンを見せてくれといつも言っているのですが、せっかくネットで世界

が同時につながっている状態なのだから、これを使って海外に攻めていけないかというこ

とです。コンテンツを日本では見られなくてもいいから、海外で見られるようにすれば、

課金で見る人はたくさんいます。そのぐらいのマクロな発想でいかないと、いつまでも日

本の中でドメスティックな議論だけをしていて、音楽産業はドメだから何とか今のところ

は成立しているけれども・・・みたいな話をしていること自体が非常に危機感が薄い。 

 少なくとも映像の産業に関しては、ずいぶんと海外では流通を始めているといっても、

見る人は世界の中ではほんのひと握りです。韓国では映画産業が今どうしようもなくなっ

てきていて、それはハリウッド映画がどんどん入ってきたから、保護していたものを開放

したら韓国映画がみんな駄目になってしまったと。でも日本は韓流ドラマを買っているで

はないかということは、現実的にあるわけですよね。そういうことを世界レベルで見てい

かないと、ただでさえ日本語でやっているということに関するデメリットがあるのです。 

 検索エンジンにしても、とある国会議員の先生が、「なぜ日本で Googleみたいなものを

発明できないのだ」とすごく言うのですが、日本語でやっているから当たり前です。世界

で見る人がいないのですから。まずそこの日本語のデメリットをちゃんと認識しなければ

いけません。日本のコンテンツは世界レベルで見てものすごく面白いです。規制も少ない

し、表現もすごく多様です。今のチャンスに課金のシステムでネットを使ってやるには、

グローバルにマーケットを広げていくというのが一番単純に国策としては国益のためにな

ると思いますので、そういう議論を偉い方はしていただきたいと思います。 

 

安念 全く同感です。日本は人口が減っていますけれども、人口が増えている国というの

は実はいくらでもあるのですよね。しかもネットへのアクセスというのは、例えば高級な

家電を買うとか高級乗用車を買うことに比べればはるかに安いエンターテインメントでし

て、中進国ぐらいでも十分アクセス可能。だとすると、そちらの方向への展開を考えるの

が当然だろうという気がしますね。 

 

菅原 そこの点に関してはそのとおりだと思います。その手前で、まず日本は逆に日本語

であるからこそ、デジタルネットで鎖国ができる部分があると思うのです。何でそう言う

かというと、先ほど川上さんからあった着メロもそうなのですが、恐らく日本はここに関

わる人たちそれぞれが、それなりにやるというモデルができるのではないか。唯一できる

のは日本かもしれないという、個人的な印象なのです。そうだとすれば、日本の中でそう
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いうモデルを作って、モデルごと外国へ持っていけば、向こうのそれに関わる人たちも OK

なわけですね。そういう展開というふうに考えていったらどうかと思うのです。 

 それで、ネット権・ネット法の話があったのですが、もし映像コンテンツを持っている

方がいろいろ権利処理が大変だから自分に権利を集めてくれということがあるのだとすれ

ば、彼らがその映像部門の管理事業者を作ったらどうでしょうか。ただ、これは堀さんの

方が詳しいと思うのですが、やはりブランド化するものというのはそういうふうに出さな

いのです。そこら中のコンビニで有名なバックが売ってあるといったら、これはブランド

ではないわけですから、ブランド化すべきものの戦略と、そうでないものの中で広く使っ

てもらいたいものの戦略と分けて、そのための処理が必要であれば管理事業を作って、既

存のいろいろな権利者の管理事業があるわけですから、そこで連携を取っていくことによ

って、一つの制度によるのではなくて、お互いの合意によるルール化ができてくるのでは

ないかと思います。そういうものも含めて外国へ持っていくというのが、ちょっとバラ色

が見えてくるかもしれないと思うのです。 

 

岸 まさにこの分野を変えていくには多分二つやる必要があると思っていて、今菅原さん

もおっしゃったように、ネット法や日本版フェアユース規定を批判・否定してばかりいて

もしょうがないから、やはり対案は出さないとまずい。それは、隣接権を含め、権利処理

をより円滑にする仕組み、これは民間でできる部分がすごくありますので、それは菅原さ

んがおっしゃったみたいなアプローチかもしれない、別のものもあるかもしれないけれど

も、多分それをちゃんと、まさに民間のコンテンツを作っている側で議論して提言してい

かないといけないはずです。 

 もう一つは、作る側の制作力を強化しないと駄目だろうと思います。世界に出すのは当

然これから必要ですが、そのためにも本当にいいものでないと駄目ですし、制作力が落ち

たら、流通でいくら制度を作ったとしても、結局はそれでお金が儲かることはあり得ませ

ん。でも、いいものならば、それがテレビだろうとネットだろうと必ず人は見たがる。こ

れはもう歴史が証明しておりますので、そういう制作力の方も強化をして、流通の側に関

しても、権利を持っている人の側がネット法とか日本版フェアユース規定に反対するなら

ば、代わりにこれをやれば十分出せるようになりますよ、問題ないですよというのを具体

的に言わないといけない。それは幾つかアプローチはあり得ると思っています。 

 

砂川 やはりネットならではのオリジナルコンテンツを、国外も含めて出していくしかな

いのでしょうね。映画があってテレビが出てきたときに、最初は電気紙芝居と言われたり、

五社協定でパージされたりとかして、やはりテレビならではの生放送だとか、ドラマでも

そういうものが出てきて、テレビは定着していったわけですから、ネットでなければ見ら

れないものを作る。 

 それは単純にネットだけの制作というのではありません。先週、私の大学で合同ゼミの
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発表会があり、ニコニコ動画を取り上げたゼミがありました。朝青龍 VS千代大海という、

NHK の方が見たら卒倒するような、もともとは大相撲中継なのですが、ここにユーザーが

どんどんアクションを入れて、もうすごいのです。南海の大決闘みたいになっているわけ

です。それを学生は非常に評価していて、朝青龍 VS千代大海といいながらほとんど最後は

ガメラ対ゴジラみたいな。そういうようなことも含めてオリジナルコンテンツを出してい

くしかないのだろうなと思います。 

 

川上 対海外ということで見ると、今までのコンテンツの世界の歴史などを見ていても、

儲かるところにコンテンツが集まると思うのです。日本の方でコンテンツプラットホーム

を作ったところで言いますと、任天堂がすごい代表的なのですけれども、任天堂のマーケ

ットというのはもともとアメリカのアタリ社が作ったマーケットが、向こうでクソゲー、

質の悪いソフトが乱発されてアタリショックが起きて、その後、儲かる質の高いコンテン

ツプラットホームを任天堂が作ったので、復活させたマーケットなのです。 

 結果的に、PCゲームなどでフリーにやっていた海外や日本のゲーム会社も、全部もうか

る任天堂プラットホーム、プレイステーションプラットホームに移行したという歴史があ

りますし、もっと目立たないところで見ても、日本がコンテンツを支配していたジャンル

で、格闘技、プロレスの世界があるのですけれども、これもやはり日本に出るのが一番儲

かったので、世界中からレスラーが集まった。今は WWEとか UFCとかが出たので、その主

導権はアメリカに戻ってしまいましたが、やはりもうかるコンテンツプラットホームさえ

作れば日本が主導権を取れるというのが、現実のネットでない世界でも起きていますので、

ネットの中で儲かるプラットホームを作るというのも大切だと思います。 

 

安念 どうもありがとうございました。そろそろ 5時になってまいりましたが、フロアの

方から何かご質問やコメントなど、時間的に 1～2名の方しかお受けできないと思うのです

が、いかがでしょう。今日は送信しておりますが、後方からのカメラですので、あえて映

りたいという方は別ですが、前方を向いている限りはお顔は映りませんので、その点はど

うぞご心配なく。どなたかいらっしゃいませんか。ニコ動で書き込みされるから嫌だとか、

お顔は映りませんよ。いかがですか。分かりました。どうもありがとうございます。 

 今日のお話は、結局こういうことだったのではないでしょうか。もちろん状況は大変厳

しい。全体的な経済状況は極めて厳しい。言うまでもないことです。一方で、お金を払っ

ても援助したいというコンテンツ、あるいはそのユーザーがもちろんたくさんおられる。

一方ではしかし、ある種のカルチャーとして、コンテンツを利用するのはただであってい

いのだというカルチャーもどうやらあるらしい。これも否定できない。しかも、パソコン

という環境自体が、ほとんど無限にコピーができてしまう。これもわれわれにとっては技

術的な要件であって、そのこと自体を変えることはできません。世の中、パソコンなくな

れということはできないのですから、これはこれでしょうがない。 
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 いずれにしても大変厳しい状況ですが、ただ、厳しい状況だと人間は起死回生の魔法の

ようなものをどうしても求めたがる。これもこれで人間のさがとして仕方がないのだと思

います。ある程度ネット権とかフェアユースのご提案というのは、ややそれに近いものが

あるのではないかという気がしております。今日のパネリストの方々のお話によれば、や

はりそれはそういうものではないのであって、結局、良いコンテンツを作ってそれを買っ

てくださるお客さまの元にお届けするというごくごく当たり前のことをする以外にはない。

しかし、その活路は国内がシュリンクする中で、海外にはきっとあるだろう。しかもそれ

はビジネスモデルごと輸出するといったような今までにない方途があり得るのではないか

ということだったと思います。曙光はわずかではございますが、やはり私は希望が持てる

なということを確信いたしました。 

 長時間にわたりまして、本当に皆さまありがとうございました（拍手）。 

 

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、あり

がとうございました。皆さま、いま一度盛大な拍手をお願いいたします（拍手）。 

 以上をもちまして、「JASRACシンポジウム 2008－コンテンツの流通促進に本当に必要な

ものは何か－」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。 

 


