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パネルディスカッション 

 

大いなるガラパゴス第2弾 

日本型の新たなデジタル市場の開拓に向けて 

～コンテンツホルダーや権利者はプラットフォームとどう向き合うか～ 

 

【司会】皆さま、大変お待たせいたしました。 

 ただいまより第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「大いなるガラパゴス第2弾 日本型の新たなデジタル市場の開拓に向けて～

コンテンツホルダーや権利者はプラットフォームとどう向き合うか～」でございます。 

 それでは、コーディネーターとパネリストの皆様がご登壇されます。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様をご紹介いたします。 

 まず皆様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、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） 

 続いてパネリストの皆様をご紹介いたします。 

 株式会社角川グループホールディングス取締役会長の角川歴彦様です。（拍手） 

 そのお隣、NTT 研究企画部門、プロデュース担当チーフプロデューサの伊能美和子様で

す。（拍手） 

 続いて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） 

 最後に一般社団法人日本音楽著作権協会、理事長の菅原瑞夫です。（拍手） 

 これから先の進行はコーディネーターの岸先生にお願いいたします。それでは岸先生、

お願いいたします。 

 

【岸】 皆様こんにちは。今日はお忙しい中ありがとうございます。このシンポジウム、

テーマは「大いなるガラパゴス第2 弾 日本型の新たなデジタル市場の開拓に向けて～コ

ンテンツホルダーや権利者はプラットフォームとどう向き合うか～」というテーマについ

て議論をしろと言われております。 

 本当は時節柄、特に、今日多分夜中に消費税増税法案がどうなるか決まるタイミングで

すので、消費税増税が正しいのかとか、あとは大阪維新の会はどうなるのかと、他にいろ

んな問題がありまして、もっと言えば、今日イイノビルでやっていまして、道を挟んだ反

対側には資源エネルギー庁というたちの悪いビルがありまして、そう考えたら原子力の問

題とかいろいろ議論したい問題があるのですけれども、まあテーマが決められていますか

ら、「日本型の新たなデジタル市場の開拓に向けて」ということについて、4 名のパネリ

ストの皆様のお考えをどんどん引き出していければと思っているのですけれども、

JASRAC のほうで台本を用意されていまして、最初にシンポジウムの目的を言えと言われ

ています。 

 それで台本をそのまま読み上げますと、「日本では携帯電話での音楽配信ビジネスをは
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じめとして、プラットフォーム、コンテンツホルダー、権利者団体などが話し合いに基づ

く協力関係を築くことによって、すべての関係者が適正な対価を得られる独自のビジネス

モデルを成立させてきた。しかし、アメリカのIT 企業が開始したスマートフォンを中心と

するプラットフォームとモバイル端末を融合させたサービスが世界の市場を席巻すること

になった結果、コンテンツの価格決定権はアメリカのIT 企業に移りつつある。さらに、欧

米ではすでに普及が進んでいる定額聞き放題の音楽配信に代表されるクラウド型のサービ

スが日本に上陸すれば、コンテンツの低価格化がさらに進み、コンテンツの収益構造にも

大きな変化が生じるものと考えられる。」 

 読んでいてつまらなくなっちゃいましたね（笑）。 

 要はそういうことがいろいろ書いてありまして、そういう中で、日本型のモデルという

のはどういうのがありうるのかということを議論して欲しいということになっていると思

うのですけれども、最初に私のほうから自分なりの問題意識を最初に言わせていただきま

すと、これは全く個人的な問題意識なのですけれども、ネットっていうコンテンツの流通

経路が今やメインとなったものは、確かにだんだんこの数年で流れや構造が変わってきて、

良い意味でも悪い意味でも、ソーシャルメディアでありますとか、あとクラウドコンピュ

ーティング、さらにはストリーミングというものが中心になってきました。 

 そういう中で、スマホとかタブレット型端末がこういうふうに広がってきた。そこの中

では、結果としてアメリカのIT 企業が提供するプラットフォームがどうしても中心になっ

てきちゃった。そういう中で、ネットが、だんだんWeb からソーシャルメディアであると

か、クラウドとかストリーミングに移っていく中で、昔からよく言われていたことは、コ

ンテンツを作る側からすればこのネットっていう流通経路はなかなか儲からない。その中

でどうするのかという議論が今までされてきた部分はあるのですけれども、ただ、私は個

人的にこの半年くらいで、尐なくともアメリカで流れは変わってきたかなっていうふうに

思っています。 

 それはアメリカの動きを見ておりますと、ネットの側も、要は、コンテンツにかなり投

資、支出をするようになってきた。それで逆に、良いコンテンツを持っているところがネ

ット上でも流通の出口を選ぶようになってきた。典型例で言えば、去年アメリカのCBS と

いうネットワーク局はApple のiTunes ストアから包括的な契約をオファーされて断った。

代わりにNetfl ix とかAmazon と契約をして、出口を自分で選んでいる。当然、そこでは

すごい多額のお金がネット企業からコンテンツ制作側に行っている。さらに言えば、その

延長で最近はNetfl ix とかYouTube とかAmazon とかほぼ多くのネット企業が、自らコン

テンツの制作に投資もするようになっている。 

 そういう意味ではだいぶ状況はだんだん変わりつつあって、ネット上でコンテンツは儲

からないと言われたけれども、だんだんそれが変わってきているのかなと。 

 その理由は、尐なくともアメリカでは、プラットフォーム、要は流通の出口がすごく数

が増えた。数が増えた中で、当然それはコンテンツを作る側からすれば、そのどれを選ぶ

かっていうふうになってきている部分がある。 

 それでは、それと比べると日本はどうだろうと考えると、やっぱりまだまだ改善すべき

部分がある、できる部分があるはずだなというふうに思っておりますので、そういう意味
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で言えば、このプラットフォーム、ネット上のプラットフォームという部分を特に考えて、

こういうソーシャルであるとかクラウドとかストリーミングというものがどんどん方向と

して出てきている中、新しい環境の中でのプラットフォームの競争、特にそこでの日本型

のビジネスモデルというのはどうなる、どういう方向があるのだろう。 

 多分、それを考える場合には、望ましいこのネット上のプラットフォームのエコシステ

ムですね。プラットフォームのあり方。これはビジネスモデルの問題でもあるし、耐性の

問題でもあるし、さらに言えば、こういう新しい環境での著作権制度のあり方はどうある

べきかで、こういった部分が多分一番大事な問題なのかなあと思っているんですけれども。 

 そういう議論に入る前にまず、これも台本から指定がありまして、各パネリストから、

自己紹介を兼ねて現状に対する率直な見解を発言していただきなさいと言われております。

一人6 分から7 分くらいというふうになっておりますので、最初に各パネリストから一人6、

7 分でこうした問題提起を、自己紹介を兼ねてやっていただこうと思っています。 

 順番をどうしようか考えたのですけれども、すみません。実は内輪話をしますと、この

メンバーでほとんど打合せをしておりません。角川会長は直前に到着されまして、お忙し

いから。それでその前にパネリスト3 人と私は集まっていたのですけれども、何を議論す

るかっていう話よりも、どちらかと言えば全然別の問題、北朝鮮問題とかそういう問題を

議論していたものでして、そういう意味では打ち合わせがほとんどありません。 

 そういうこともあって多分明確な結論とはならないと思いますけれども、そういう中で

自己紹介していただくので、本来は年功序列でいくべきだとは思うのですけれども、角川

会長は直前に到着されたこともありますので、かつ、やっぱり大御所は一番最後が良いと

思いますので、逆年功序列ということで、川上会長になるんでしょうか。伊能さんと川上

会長ではどちらが若いかよくわからないけど、多分川上会長ですよね。 

 最初に川上会長から6、7 分で自己紹介および問題提起をお願いいたします。 

 

【川上】 ドワンゴ動画の川上です。 

 すみません。突然今、トップバッターを言われましたので、まだ心の準備ができていな

いのですが、今日は現状認識ということで、できるだけ直近におこった話題からお話しし

たいと思います。この1 か月間くらいにいろいろ思った事件というのが二つほどありまし

た。 

 それは、今、日本のIT 業界って言うと、今話題の中心になっているのがGREE さんと

DeNA さんですよね。これが日本のIT 業界の今台風の目となって、今一番勢いがあるとこ

ろなんですけれども、これに関して二つほどニュースがあった。 

 一つはGREE さんとモバゲーさんとの間の、釣りゲームの裁判の判決が出たという件で

すね。GREE さんが勝ったということです。 

 そしてもう一つは、今、どうも最近の報道を見ていると、このソーシャルゲームに対し

て何か規制をかけようというような動きが社会全体に出てきているのかなっていうこと。 

 この二つが直近のトピックスとしては一番印象に残ったものです。これらは、結構、実

は大きな問題じゃないかなというふうに思っております。 

 まず、釣りゲームのほうは、実は判決内容とかそういうのを見ていると、従来だと著作
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権の対象にならなかったようなものですよね。新しいタイプの著作権について裁判所がど

うも判断を示されたものであると。それで多分、それを適用すると、従来のゲームの作り

方というのは大きく変わらざるを得ない、大変に影響が出るような判決で、これがそのま

ま、同じような判決がでるようになったら、裁判とかいろいろ増えるだろうし、いろいろ

大変だろうなと思いました。 

 このインターネットの時代、デジタルの時代というのは、いろんな形で新しいタイプの

著作権みたいなものが考えられると思うのですよ。それをどういうふうに守って保護して

いくのかっていうのはすごく重要な問題だと思うのですけれども、それがどうも見ている

と、あんまりちゃんとした議論がされていないような形で裁判所で判決が出ていって、そ

れによって今後の日本のIT 業界のあり方が大きく変わってしまうのではないかという。そ

れがこういうところで決まって良いのかっていうことを一つ思いました。 

 それで、もう一つはですね。GREE さんにソーシャルゲーム自体に対して、何か規制し

なきゃいけないというような雰囲気が高まっていることなのですけれども、そのこと自体

というのは、それなりにやっぱり問題はあると思うんですよ。ただ、その問題があって規

制するという動きに関して、僕はちょっと、一つはi-mode のことを思い出すんですよね。 

 ちょうど十数年前、i-mode が誕生してすぐにブームになりまして、その時にいったい何

が起こったのかって言いますと、Docomo さんの10％くらいの代行手数料が高すぎるんじ

ゃないかということが社会的に批判をされました。そしてUID ですとか、そういったもの

とかを解放してもっとオープンにしなければいけないというふうなことで、あちこちから

いろんな圧力がかかったと。 

 それで、それを振り返って今になって考えてみると、そのことが結果的には日本のi-mode 

をパクった、真似たApple さんとかGoogle さんとかが作ったiPhone、Android に日本の

市場が席巻されているような結果になっている。 

 結局、日本が実はいろいろデジタルの分野においてもいろんなプラットフォーム（の成

功例）を作っているんですけれども、日本国内で成功した瞬間に、そこに対していろんな

力が加わっていくっていう。（ソーシャルゲームにおいても）同じようなことが起こるの

ではないかというそういう懸念を持っています。 

 実際ソーシャルゲームも、これはもともと始めたのはアメリカのジンガーという会社が

大きなマーケットを作って、それを真似して日本のモバゲー、GREE さんが後に続いたわ

けなのですが、結果的には日本が作り上げたゲームのモデルというのは優れたものでして、

世界的にやっているジンガーさんなんかよりもはるかに儲かっている、日本だけの市場で。

そういうマーケットをこの2 社は作ったわけですよ。そして今、世界の会社というのが、

日本のソーシャルゲームというのを研究しているわけなのですね。 

 一方日本のほうでは、日本のソーシャルゲームのビジネスの仕方に規制を始めようとし

ている。 

 その規制自体が正しいか正しくないかということに関しては、ちょっと別の問題だと思

うんですけれども。ただ、この流れでいくと同じような事っていうのがまた起こるんじゃ

ないかな。また、モバゲー、GREE を研究したサービスというのがアメリカでできて、そ

してまた日本に入ってきて、そしてそこが結局マーケットを持って行っちゃうんじゃない
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かな、そういったことを考えています。 

 別に、僕は過去の話じゃないと思うんですよ。今、なぜ日本のデジタルのマーケットが

外資に席巻されているかみたいなのが、今日のテーマの一つだと思うんだけど、実際10 年

前はi-mode っていうのは、日本はリードしていたわけです。それで、今ソーシャルゲーム

もリードしているわけです。それがいったい今後どうなるのかということに関して、僕は

ちょっと今懸念を持っています。 

 実際、i-mode とか携帯電話会社の代行手数料は10％、その当時、高い、ボり過ぎだとい

うことを散々言われたんですけども、じゃあ今、Apple、Google とかAmazon がいったい

幾ら取ろうとしているのか、30％とか50％とか持っていくわけですよね。それでそれがも

う当たり前になっているのですよ。そうしたら、10 年前にi-mode の10％は高いというふ

うに世の中全体で叩いたあれは、いったい何だったんだ（笑）っていうようなことは振り

返ってみて思うわけです。そのような懸念を持っています。ということでまずは、はい。 

 

【岸】 はい。ありがとうございます。 

 川上会長が今おっしゃったことって、実は今すごく大事な問題を含んでいるなあと思い

まして。ソーシャルゲームって、本当に今アメリカは完全に日本のをパクっているんです

よね。 

 アメリカの新聞なんか読んでいまして、ジンガーがだんだんビジネスモデルを転換し始

めた。最初はアプリでiTunes ストアとかで最初にお金を取って売っていたのをどんどん無

料にして、あとでアイテムで課金している。すごい新しいアプローチを始めたみたいなこ

とを書いているところがあって、これは完全に日本のパクリっていう感じになっている。 

 でも、それがやっぱり向こうはどんどん進化させようとしているっていうのはあるわけ

で、それと比べてどうかっていうのは、確かにすごく大事な問題だなっていうふうに思い

ます。 

 それでは逆年功序列の二人目で、菅原理事長と伊能さんなら伊能さんのほうが若いです

よね。 

 それでは伊能さんお願いします。 

 

【伊能】 はい。二番目に若いであろうNTT の伊能です（笑）。 

 両会長に挟まれて非常に居心地が悪いです（笑）。口下手なので、今日はちょっと資料

もご用意しておりますので、自己紹介がてら資料も見ていただきながら、何をやってきた

か、何をやろうと思っているかっていうのをお話ししたいと思います。 

 ちょっとこの資料を見ていただくと、実はですね、音楽だけではなく、いろいろ書いて

ありますけれども、私、実は、7、8 年前から音楽業界関連の仕事をしておりました。その

後、デジタルサイネージの市場創出を手がけて来ております。そうした経験の中で、コン

テンツ流通のバリューチェーンの中にいろいろなボトルネックがあるように思うのですけ

れども、その中のいくつかのボトルネックに対して、何かNTT として、例えば、技術であ

ったり、資金力のようなものでお役に立てないかと思い、自分のテーマとしてずっとやっ

ております。 
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 今日はプラットフォームっていうお題なのですが、同じプラットフォームと言っても、

さらに細分化していくと、あんまりNTT 的には言いたくない言葉なんですけれども、いわ

ゆる「土管」みたいなネットワークのレイヤーから、もう尐しその上のレイヤーまで、さ

まざまあるわけです。私はプラットフォーム上のビジネスを作っていくという立場にいる

わけですけれども、下のレイヤーではなくて、比較的上のレイヤーのプラットフォームに

おけるコンテンツ流通ビジネスのマネタイズをいかにサポートしていくかというところに、

重きを置いて活動しています。 

 それで、今年の1 月から新しいプロジェクトを社内で立ち上げまして、今日ご説明しよ

うと思っているのが、そのプロジェクトの内容を簡単に描き表したものです。それでここ

にクラウドって書いてありますけれども、iCloud とかいろいろありますけれども、日本で

もクラウド、クラウドと、もう3、4 年前からずっと言われていますが、コンテンツの世界

でクラウドって言うと、まだまだこれからかな、というふうに思っています。 

 もちろんクラウド化しているものもあるとは思います。ただ、音楽に関して言うと、今

日は、音楽業界の方、あと放送の方もいらっしゃいますが、例えば、大事な皆さまの商売

道具である音源であったり、映像であったり、その周辺のさまざまなデジタルワークにつ

いて、テープのままでとってあるとか、ハードディスクには入れているけれども会社の書

棚にハードディスクが並べてあるとか、デジタルにはなっているんだけれど、そのまま使

えますかと言うとちょっと使いづらい状態になっていて、よく言うタンス預金みたいにな

っているわけですよね。タンス預金していると何となく安全な感じしますけれども、例え

ばそこに去年のような不幸な震災が起きて棚が倒れたりするかもしれません。ハードディ

スクってすごいデリケートなんです。そうすると、デジタルにしているから安全、完璧だ

と思っていたけれども、倒れた瞬間に、振動に弱いので中身が消えてしまうかもしれない

という状態なんですね。私、何社さんかお邪魔したことありますけど、本当に棚に並べて

いるところはまだましで、ちょっとひどいところはハードディスクを紙袋に入れて、足元

に置いたりしていて、そこに寝たりしているんですよね。ちょっと寝返りを打って蹴っち

ゃったらどうするのかな、とか心配です。そういう状態なので、タンス預金というのはあ

まり良くないんじゃないかなと思って、このクラウドにとにかく預けませんか、と。 

 それで預けるときに、どうせだから、音源とか映像だけじゃなくて、没になっちゃった

ジャケ写とか、いろいろ周辺のそういうものも含めて預けて、どうやってそれらをマネタ

イズ化するかっていうのをみんな一緒に考えながら、それをサポートできるプラットフォ

ームを私としては作っていきたいなと、そのお手伝いをさせていただけたらなっていうこ

とを思っています。そのプラットフォームがあれば、ダウンロードだけじゃなくて、ネッ

トワーク環境が韓国に並んで非常に良い日本の場合は、ストリーミングでも利用ができる

ということで、所有から利用へという形で、楽しみ方の形態が変わっていくんじゃないか

な、その変わっていくことをサポートできないかなと考えています。 

 それで今のこの時代、車も皆さん若い方はあまり乗らないとかっていう話で、むしろカ

ーシェアリングとかあと自転車のシェアリングとか、いろいろシェアして楽しむ。私が学

生のころは、スキーに行くとき必ず長い板を持って担いで、自慢げにスキーバスに乗って

行ったんですけど、今はレンタルで別にいいや、となっている。買えるお金もあるし持っ
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ていても全然不思議じゃないけど、重いし、使うときだけ借りればいい、と。買おうと思

えば買えるけど、いつでも利用できるし、その品質が変わらないんだったら、何も持たな

くても、利用するだけでも良いんじゃないかっていうふうに、尐し我々のマインドが変わ

ってきているんじゃないかなというふうに思います。 

 それでまず利用していただいて、さらにそれが非常に気に入ったらダウンロードしてい

ただき、さらには、パッケージを買って所有していただいて、集めていただく。ビジネス

の裾野を広げていくことで、さらにそれをもっとディープに買ったり楽しんだりしていく

方っていうのを増やす。楽しむ皆さんのピラミッドの裾野を広げて、三角形を大きくする

ということのために、クラウド化とストリーミングサービスの導入みたいなのができたら

良いんじゃないかなと思います。さらに今のソーシャルサービスで、お互いが、私これお

もしろかったよとか聞いてよかったよ、という思いや嗜好を、お互いに共有し合うみたい

な、そういう世界観がもっと普通に出てくる。それは海外でも、もうご存知と思いますけ

ど、かなり出てきていますね。ただ、海外のサービス、もうすでにあるものも、これから

来るものもあると思いますけれども、それらのプラットフォームのルール作りに参加する

ことはかなり難しくて、実態は、「これ作りましたから、あと使ってください。よろしく」

と一方的に言われて、非常に不利な条件での参加を余儀なくされることが多いのではない

かと思います。今日ここにいらっしゃる方はコンテンツプロバイダの方が多いかなと思う

んですけれども、さっきの川上さんの話じゃないですが、やっぱりプラットフォームを利

用するときは、作るところから参加して、自分にとって使いやすいルールを一緒に作るこ

とっていうのが重要なんじゃないかと思います。 

 それでちょっと次のページを見ていただきたいのですけど、そういうの日本は本当は結

構長けていて、映像とかゲームとか音楽とかいろんな領域がありますけれども、それぞれ

の時代に合わせて、ここ、1980 年代とか、90 年代とか、2000 年代とか書いてあります

けれども、技術の進化とか端末の進化とかに合わせて、それぞれの領域で非常にいろんな

サービス、プラットフォームが登場しているんですね。 

 ただ、そのなかでちょっと残念だなって思っているのが音楽なんです。音楽業界の方に

大変申し訳ないんですけれども、ちょっとCD の時間が長すぎちゃったかなと。そのビジ

ネスがあまりにも音楽業界にとって最適化されたビジネスモデルだった、ということだと

は思うんですけれども、尐し長すぎちゃって、変化への対忚力が弱くなってしまったのか

もしれないな、と。それに加えてレコードの時代からすると、無理やり当時のネットワー

クの帯域に合わせるために、圧縮率をすごい高めてあんまり良い音じゃない音っていうの

を流通させて来ている。他のゲームとか映像っていうのは、ネットワークが太くなってリ

ッチになったら、リッチなコンテンツをリッチな端末で楽しむっていうふうに提案がされ

てきているんだけれども、音楽は多分、音楽業界の方が奥ゆかしいのかなっていつも思っ

ているんですけれども、何かこうそのまま小型化、携帯っていうところに行き過ぎていて、

リッチな環境に合わせてユーザーにとってのリッチな体験というのを提案するということ

が、まだまだできていないのかなというふうに思います。今の時代のこの環境とか開発力

とかっていうのを使い倒したサービス開発が、本当はできるはずなので、そういったお手

伝いができたら良いなと思います。 



8 

 

 ネットワークを見ていただくとわかると思うんですけれども、固定形で15 年で1500 倍

になっています。モバイルも10 年間で1500 倍の帯域になっているんですね。やっぱり、

それを十分に活用した楽しいサービスって何なんだろうなっていうことを、もう一回考え

て、それをビジネスにしていくお手伝いをしたいというふうに私としては思っております。 

 長くなりましたが、自己紹介を兼ねてお話させていただきました。またあとで、そうい

うお話ができたら良いと思います。よろしくお願いします。 

 

【岸】 はい。どうもありがとうございました。 

 ちなみに実は私、NTT ってすごく嫌いな企業でして（笑）、それで突っ込みどころ満載

のプレゼンで、後でどういじめようかって考えていたんですけれども、それは後で回すと

しまして、それでは菅原理事長のほうからお願いいたします。 

 

【菅原】 はい。JASRAC 菅原でございます。 

 最初に岸先生からもあった、この表題固いねっていうのもあるのですけれども、昨年も

実はガラパゴスというお話をして、日本は日本型で良いじゃないかということを角川会長

とも議論させていただいたところで、そこで全部終わってないから続き今回やろうかなっ

ていうのが、主催者としてのまあぶっちゃけたところであります。 

 それで、だんだん今のお二人とそれからこの後の角川会長のお話も聞いていただくとわ

かるのですが、実ビジネスの世界に入ってまいりますと、実はJASRAC ってあんまり関係

なくなるんですね。ただ前にも申し上げた基盤として、JASRAC の場合音楽ですけれども、

その著作権というもののライセンス、それを基盤としてどうその上に組み立てるかという

ところで、その部分では先ほど伊能さんのお話があった、NTT の社内で嫌がる土管と似て

いるのかもしれません。 

 ただなぜ、今回このような引き続きの表題と言いますか案件にしたかと言うと、やはり

さっきもちょっとありましたけれども、何か日本のこのデジタルにかかわる各企業の元気

が、どうももう一つどうかなと感じるところがあると。それとどんどん、黒船とも言われ

ていますけれども、外国の波が押し寄せてきて、このままで飲み込まれちゃって良いのだ

ろうかっていう気持ちが、大変個人的にも強いわけです。 

 それでその基として、いろんなところの議論はありますが、一つはここに書いてあるよ

うなコンテンツホルダー、権利者と、いわゆるプラットフォーム、プラットフォーマーと

言われるところ、これが向き合うのではなくて一緒になって、作っていけるのかどうかと

いうところが肝であろうと思いますし、さらには、今日そこまで入れるかどうかわかりま

せんが、もう一つの懸念から申しますと、どうも日本のハードが、日本版というものが見

えなくなってきていますよね。これで良いのだろうか。そこまでも一つ連携をした形で初

めて日本型というものができるのではないかというふうに思っておりまして、まあ前回か

らのつながりというところであります。 

 それでせっかく、JASRAC が主催者として若干権利的なものを見た時に、そこが権利と

して解決するのか、契約として解決するのかということもあるのですけれども、他の方々

も最近の事例をお話しされているので、ちょっと印象に残った事例としてご紹介したいの



9 

 

は、あれはいつでしたっけ、2 月、1 月でしたっけ、アメリカのストレージのサービスを

していたところに、いきなり、あれはもとは香港ですか、アメリカのFBI が乗り込んだと。

それでその瞬間にサービスが停止されたということがありました。それでその前提は、い

わゆるアメリカの場合フェアユース法制というものがあって日本とは違うわけですけれど

も、ビジネス上でやった時は当然フェアユースではないということで。またアメリカは極

端ですから、FBI がバーッと飛んで行ってですね、一人経営者はシンガポールにいたらし

いのですけれど、FBI のヘリがガーッと着いて検挙していったというような話も出てきま

した。 

 このような形が、日本で考えた時に良いのであろうか。これはまた一つ、今までの議論

とは違う制度上の議論にはなるのですが、そのようなことで見ていくよりも、お互いに納

得をした仕組、これは契約で解決できるところだと。場合によると若干制度もあるかもし

れないですけれど、基本的には契約で解消できるところが多いんだろうと思いますけれど

も、そこでお互いにそこの仕組ができるということが一番進めやすいんではないか、また

そのことができるのは日本ではないかというふうに思うところであります。 

 それでもう一つは、そのビジネス上のコンテンツそのものの流通、それから契約関係が

あるんですけども、忘れてはならないのは、ベースにあるそこの、要するに流通データの

処理ということを忘れてはいけないわけであって、この意味でもおそらく今一番進んでい

るのは日本だろうと思います。 

 前回も若干CDC のこともご紹介しましたが、完ぺきではないですけれども、各分野でそ

のような視点で動き始めている。例えばGoogle が、文芸作家の方の集団訴訟の時に、数十

億円出すからクリアリングハウスを作れと言ったけれども、全然動いていないですよね。

動いているのは、今日本くらいです。 

 それからさらには、音楽の世界では従前からデータの行き来はありましたが、最近CISAC 

という著作権の国際連合の会議に行きまして、やっぱりヨーロッパの中でもそのデータ処

理というものに大変悩んでいる。としますと、ここについてはやはり、もともとの権利を

管理しデータを作っているこういう著作権の私どものような団体、ここも関わった形でそ

のベースとして流通を支えるということも必要なんであろうというふうに思っているとこ

ろでございます。 

 まあこの後いろんな話出るでしょうから、あとは岸先生のさばきに任せて、結構今日は

裏話も出そうですから、後はよろしくお願いいたします。 

 

【岸】 はい。ありがとうございます。 

 では最後に、角川会長、一時間以内なら何分でも大丈夫ですから、お願いいたします。 

 

【角川】 岸先生をはじめ、パネリストの方からいろいろな問題提起をされたので、私も

ちょっと総括的に意見を申し上げる順番にきているんじゃないかと思います。 

 まずプラットフォームが非常に激しく競争が出てきたんじゃないかというお話があって、

アメリカではそういう状況が生まれている。では日本ではどうかということが一つありま

す。 
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 その前に、私はやはり、20 世紀には端末がプラットフォームになっていたのに、いきな

りもうネット上のプラットフォーム同士の話になってしまったってことが、やっぱり驚き

であり日本のプレゼンスがない状況にさみしさも感じます。やはり従前は、家電メーカー

が100 万単位の端末をきちんと売ってくれていて、CD プレーヤーあるいはDVD プレーヤ

ーもそうですけれども、そこにコンテンツ会社がコンテンツを提供すれば良い関係になっ

た。いわゆるハードとソフトの両輪いったそういうことの時代から、もうそれが何かネッ

ト上のプラットフォームとアプリという関係に置き換わってしまったようなことで、これ

が一つ総括されなくてはいけないことじゃないかなと思います。 

 そして、アメリカ勢でのプラットフォーム同士の競争になったっていう点では、その通

りだと思います。おそらく去年の7 月24 日の放送のデジタル化で、より一層アメリカのプ

ラットフォーマーが日本に出てきやすくなった。7 月の24 日に完全実施が決まったとたん

に9 月の1 日からHulu が日本でサービスを始めたということは、非常に象徴的だったと思

うんですね。 

 では日本はどうかと言えば、やはり土管屋と言われて、何か今日はNTT をいじめようと

いう作戦らしいんですけれども、コンテンツ事業者として私は結構土管屋さんを忚援した

い。それは日本型、さっきのガラパゴスの話では日本では、ガラパゴスと言われても良い

からやっぱりそのNTT をはじめとする土管屋さんに頑張ってもらいたい。それがまた日本

のコンテンツ事業者を守る一つの方法論だと私は思っております。 

 そういう状況の中で、やはりプラットフォームあるいはネットの中でコンテンツ会社が

生きていくために、私は出版社では唯一、BOOK ☆ WALKER というサイトを作って、

これはもうささやかな小さなプラットフォームになりたいと思っているわけですけれども、

そのBOOK ☆ WALKER が、ニコニコ静画とそれから今、川上さんが話題にしたGREE 

の中で見られるようにしたというのは、ようやくそのソーシャル性が認められてきたのか

なあと思っております。それがある面で、BOOK ☆ WALKER というサイトを作ること

で、コンテンツ事業者としての存在感を今発揮できている、できつつあるというふうに考

えておりまして、通信キャリアにも端末、タブレットにプリインして欲しいと、BOOK ☆ 

WALKER というマークをプリインして欲しいという話をしております。 

 一方で、もう一つ川上さんから指摘があったのは、GREE とDeNA とにおける釣りゲー

ムの中の著作権の問題です。判決が優先、先行することで著作権法が変わっていく、変質

していくんじゃないかなと、あるいは新しい著作権法ができてしまうんじゃないかな、そ

れで良いんですかという話なんですけれども、実はこの「クラウドにおける著作権」につ

いては2 月ですか、文化庁から一つの結論が出ていて、従前の著作権法で、契約を中心と

した考え方でネットについても対忚できるというふうな一つの議論が、議論って言うんで

すか、審査会、調査会における結論が出たように聞いております。 

 私は、やはりそれに対しては非常に疑問を持っております。かつて、あのデジタル化と

言われた、あるいはマルチメディアの時代到来と言われたときに大きな著作権法の変更と

いう問題に直面しました。その時もデジタルは単にアナログコンテンツをデジタル化した

だけだから、これは大きな問題ではないと判断したことは、その後のデジタル化の状況で

見ると、その判断自身が早すぎたのではないか。むしろ今、著作権法そのものが形骸化す
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る危険性があるということに対して、リスクというか危機感を持っています。 

 やはり著作権法というのは、1980 年代からコンテンツ事業者を守ってきたはずの法律で

す。そういう点ではJASRAC の事業なども非常に著作権法に密接につながっている。その

前、1970 年以前などというのは、もう著作権法ってあってなきがごときで、守られずにい

たわけですけれども、ようやく守られるようになってきて、まだかれこれ30 年くらいだと

いうふうに思うのですが。いかがですか。 

 

【菅原】 はい。 

 

【角川】 30 年くらいしか機能していないんですね。それが、2010 年以降著作権法はも

う形骸化してしまってどうでも良いと、著作権は無くて良いんだみたいなことになること

が、一番私は危機感を持っています。そのために、そんな無くても良いなんてことになら

ないようにするために、著作権法が自ら変わって欲しいなあと思っていたわけです。そう

いう面で今回のDeNA の判決、GREE とDeNA の間の判決や、それからボーンデジタル

の著作権の新設というのは、やっぱり真剣に考えてみたいというふうに思いました。 

 私もこの間、慶應大学、中村伊知哉先生の推薦でデジタル絵本の忚募の審査員をさせて

もらったんですけれども、ほとんどの7 割以上がボーンデジタルの絵本でして、紙の絵本

をiPad 用に変更したというよりは、まったくもともとデジタル用にできた絵本でした。そ

こで結構美しいなと思ったのは、ご夫婦で絵本を作っていて、奥さんは物語を作って、ご

主人は技術で裏付け、アプリ化している。そのときに、ご夫婦で生まれた息子さんや赤ち

ゃんのためにその絵本を作って、そしてその夫婦でその生産物、その作ったものを子ども

用に見せて使っているという感じがしました。 

 そこではやっぱり、基本的な物語はありますけど、絵をつけたり音をつけたりそしてま

たアプリ化するという中で、従前の著作権法だけではやっぱり足りないと思う。これは足

りないなあと、やっぱりもっとこれをよく検討してほしいなと。そうすればここから新し

い著作権法が生まれるのではないかと。そういう面では、私は制度上で、契約だけではも

う済まない、契約も大事だし契約以外の何か新しい制度も裏付けで作んなきゃいけないん

じゃないかなと感じました。 

 この二つのことをちょっと申し上げてから議論に入りたいと思います。 

 

【岸】 はい。どうもありがとうございました。 

 4 人とも、見事にばらばらな問題提起をしてくれまして、どう考えてもまとまった議論

になるとは思えないのですけれども、それでも何とかうまく皆様4 人の考えが出るように

いろいろ議論するのを引っ張っていきたいと思うんですけれども。 

 すみません。最初に言い忘れましたけども、今日とりあえず5 時までってなっています。

それでかつ、最後の15 分くらいは皆様のほうからこの4 名への質問を受けさせていただく

ということになっております。この4 人の議論を聞いて、皆様から最後の15 分はどんどん

質問をしてもらおうと思っています。ただですね、私、いろんなところで講演をやってい

る経験から、こういう質問時間を設けてもだいたい質問は出ません。これは非常にもった
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いないと思っていまして。質問がないっていうのは、私は大学の授業でも言っているので

すけれども、質問がないというのは、説明が全くわからなかったかまたは100％同意かどっ

ちかの場合しかないはずで、普通そういうことはありませんから、最後の15 分は皆様どん

どん質問していただければというふうに思っております。 

 それはともかく議論に入りたいと思うんですけれども、4 人の皆様の問題提起で、やっ

ぱりこのプラットフォームのビジネスという部分と著作権制度という部分、両方あったと

思うんですけども、まずこの著作権の制度の、最後に角川会長から問題提起いただいた部

分から尐し議論できればなあというふうに思っているんですけども。 

 私も2 月の文化庁のこの報告書については若干奇異な感じは個人的にはあって、逆に言

えばボーンデジタルの著作権というのは本来必要。でもそれがまだ自分でも方向はわから

ないですけども、尐なくとも契約で何でもというのは多分ないだろうなと。 

 逆にご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけども、例えば最近ドイツではメルケル

政権が、要はドイツでも当然他の世界の国と同じように、検索エンジンとかコンテンツア

グリゲータがネット上の新聞記事とか雑誌記事をどんどん複製引用していて、当然対価は

払っていないと。それで新聞社、出版社の経営が苦しくなっているっていうことで、メル

ケル政権がこの夏に法律を出して、こういう検索エンジンとかコンテンツアグリゲータが、

たとえ数行でも引用した場合は対価を払わせると。それでその対価を集めて分配する機関

も作るという方向に行っていまして。 

 その中身が良いかどうか、私はこれがベストの解かどうかよくわからない部分がありま

すけれども、尐なくとも制度の面で対忚しようとしているというところは確かにあるよね

と。それで、それと考えると、今この日本の著作権の制度というのが、角川会長のお言葉

で言えば著作権法形骸化の危険を感じると。それで、ボーンデジタルの著作権というのを

考えないといけないということがあったのですけれども、菅原理事長はこの点どうお考え

でしょうか。 

 

【菅原】 うーん、まあなかなか難しいところではあると言うと、面白くない答えなんで

すけれど。著作権の中でも幅広いところがあるので、そこを整理してみるべきところだろ

うとは思うんですよね。 

 例えばボーンデジタルということになったときに発行という概念がなくなる。ではそこ

についてどう考えるかというのはまったく新しく考えなきゃいけないでしょう。それから

個人的にはあんまりしっくりきていないんですけれども、今も中継しているニコ動なんか

では、二次創作という言葉があるんですけれども、それではそこでかかわる人たちをどう

見るのか。いわゆる翻案の部分なのか、あるいは従前とは違った形で、例えば音楽と新し

い映像が結合した形、それぞれが権利として独立していて使われるときに結合しているの

かとか、そういうところというのは新しい視点での議論が必要だろうと思うんですね。 

 ただ一方で、そこで使っていることに対するライセンス、極めて財産権的な部分という

のは、そこのライセンスの仕組、例えばその管理事業者であるとか、あるいはほかの独立

したエージェントであるとか、そういうものが確立しているとすれば、そこの基本はあま

り変わらないではないか。だから、著作権についてと言うと、その全体、さらに言うと場
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合によっては著作者人格権までかかわってくるといった時に、その総体として、一つの結

論だけではいけないだろう。そこを分けていろいろ考えていく必要はあるんじゃないかと

いうふうに思います。 

 

【岸】 この部分、この制度の問題について、ボーンデジタルに近い人が集まっているで

あろうニコ動を運営している川上会長はどうお感じになっていますか。全部契約だけで対

忚するような方向にした方が良いのか、または制度で対忚したほうが良いのか。 

 

【川上】 文化庁さんのほうで契約だけでやった方が良いっていうのは、あんまり、ある

意味僕は現実的な対忚だと思っているんですよね。 

 というのはおそらく、特にネット時代においては、やっぱりアメリカが決めていくルー

ルっていうのが世界の趨勢にならざるを得なくって、日本で今何かルールを決めたとして

も、それは結局変えなくちゃいけないかもしれないと思うんですよね。そうすると割合消

極的に僕はやった方が良いんじゃないかっていうふうに思ったのですが。 

 ところが実際には判決というものがあるわけですよ（笑）。裁判があって。そうすると、

それは結局、著作権のルールを決めたのと同じことになっちゃうんですよね。だから、そ

こに関しては、本当は国は関与しない方が良いと思うんですけれども、結果的にはそこで

裁判所で判断を示しちゃっているわけで。 

 どっちかって言うと、著作権の制度をどうしていくのかっていうのは、日本っていうの

は資源がない国ですから、そういう日本の国が資源のないところからお金を稼ぐ方法とし

て、著作権はやっぱり有効活用するという視点で考えるのが僕は一番だと思うんですけれ

ども。それがどういうほうが日本にとって良いのかみたいなビジョンもあんまりないまま、

裁判の判例だけでやっていくっていうのは、これは何も考えずに国が決めていくのと僕は

結局同じことになってしまうっていうふうに思っていますので、僕はちょっと、なんかね、

変えなくて良いんじゃないかと正直思っていたんですけれども、だったら変な判例は作ら

ないでほしいと、そう思っていますね（笑）。 

 

【岸】 まあ最近は、検察も裁判所も曲がっている傾向があるからなかなか難しいんです

けれども、それは小沢さんの件でもわかると思うんですけれども。 

 それで、この制度の問題について、土管屋さんの伊能さんのほうから見たら、伊能さん

のさっきのプレゼンでもルール作りにコンテンツ作る側も参加すべきっていう発言があっ

たと思うのですけれども、そういう観点からもこの著作権制度に関してはどう見えていま

すか。 

 

【伊能】 私、実はさっきもちょっと言いましたけれど、7 ～ 8 年前くらいから、オーデ

ィオフィンガープリントっていう技術をNTT でも作っていまして、それを著作権の二次使

用料の徴収・分配に使っていただこうということで、音楽業界とか放送業界の方、あるい

は文化庁、経産省、総務省、関係するステ－クホルダーの皆さんとお話しする機会が多か

ったんです。そのときに、皆さんも今日おっしゃっていますけど、文化庁の方に著作権法、
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著作権についての考え方を個人的にもお伺いしたり、プレゼンテーションの場でちょっと

お伺いしたりとかっていうことがあったんですけれども、やっぱり何て言いますか、契約

主義というか当事者同士が良ければいいみたいな、ちょっと「あれっ」ていう違和感があ

りました。 

 川上さんもおっしゃいましたけど、次の世代に向けて今、日本の中での調停の際のやり

取りをするためのベースとなるという意味での法律ではなくて、それをグローバルに見た

時にいかにお金に変えられるか、いかにそのゲームのルールを日本にとって有利にできる

かっていう視点が、ものすごく欠けているなあっていうふうに思って。 

 さっきプラットフォームのルール作りを一緒にやりましょうって言ったのは、どうやっ

たら日本のみならず、海外でもお金を稼げるルールに日本としては最大限頑張ってするか

と。すでにグローバルルールという名前のアメリカンルールみたいなのがあったりするの

で、非常に難しいと思うんですけれども、日本にしかないさまざまなサービス、例えばニ

コ動みたいなのもそうだと思うんですけれども、新しいコンテンツやそのシェアの仕方っ

ていうのを、いかにグローバルにお金に変えられるサポートをするものに、法律の側も変

えるのかというふうな視点が、おそらくその立法という観点でもちょっと欠けているし、

司法という関係でも欠けているような気がしていて。 

 何でそうなっちゃうのかなあっていうところで、やっぱりそのルール作りにあまり誰も

参加しなくて出来上がってきたものに従いたいみたいな、どこかその国民性っていうんで

すかね、その方が安心みたいな。さっきの10％と30％という話で、日本のi-mode のときに、

10％と言うと何か嫌だなあって言っていて、アメリカから30％って言うと、快くかどうか

は別として、従ってしまうみたいなその日本人的マインドみたいなのもちょっとあるのか

なあって。公にじゃないけど言われたらハイハイって、割と従順に従ってしまうっていう

ようなところもあるのかなあって思っていて。 

 やっぱり視点を尐し変えて、日本から世界に出た時に日本人とか日本のビジネスを守れ

る法体系、あるいは判例というのを意図的に作るくらいの、まあ言葉が良いかどうかはわ

かりませんけれども、ずるさと言うかしたたかさと言うか、そういうものがあるべきでは

ないかなというふうに思います。 

 

【岸】 はい。ありがとうございます。 

 この著作権の制度以外に、プラットフォームのルール作りという話もあって、だんだん

プラットフォームの議論に移したいと思っているんですけれども。 

 この部分は、やっぱりこのデジタルの時代も、著作権っていうこと以上に多分プラット

フォームのルールって大事になっているなあというふうに思うのが、スマホとかタブレッ

ト型端末というのがこれだけ普及しちゃって、そこでは、端末もプラットフォームも基本

的にネット企業が支配できている。その結果、今のスマホのプラットフォームって、川上

会長とかからもありましたけれども、課金手数料30％をどこでも持っていきますと。それ

でさらには、そこに乗っけられるコンテンツの審査もアメリカ的な基準で判断をしますと。 

 それでいろんな制約があって、特にGoogle に関して言えば、Android のプラットフォー

ム上でいわゆる野良ストア的なものをだんだん減らそうというような動きもあって、要は
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そういうコンテンツの流通を自分たちの価値観で仕切るような形になってきている。その

意味で、私はGoogle とかApple ってNTT 以上に嫌いなんですけれども。そういう、何て

言うか非常にアメリカ企業の戦闘的なプラットフォームがスマホ上でどんどん広まってい

るっていうのを、角川会長なんかはどうご覧になっていますか。 

 

【角川】 すみません。その答えの前に、ちょっと著作権をね、最後だけ一言。 

 

【岸】 あ、はい。すみません。お願いします。 

 

【角川】 僕は、何年か、3 年くらいになりますか。日本では著作権法で、サーバー事業

はスキャンすることそれ自体が複製権の侵害ということで、日本ではサーバーがおけない

というので、インターネットサービスプロバイダの人たちが海外にサーバーを置いている

時期があって、これだけはまずいんじゃないかと思いました。やっぱりサーバーは日本に

置くという意味も含めて、スキャンすること自身は著作権法に違反しないということの法

改正をしてもらったわけですけれども。その延長で、最初に伊能さんがクラウドサービス

の話もされたので申し上げるんですけれども、去年8 月に、アメリカで個人ロッカーに置

くことは著作権法に触れないという判決が出まして、それでGoogle やApple もクラウドサ

ービスを本格的に始めたというふうに認識しています。 

 それで、そういう中で今、川上さんが現実として判決がどんどん先行していくと言った

ことについて、やっぱり僕も危機意識を持っています。それで、日本では知財高裁という

のを作ったんですね。知財高等裁判所というのを作って、その当時は制度そのものを最高

裁がものすごい反対をしました。それでも、裁判官の中に知財の専門裁判官を作ろうとい

う意図があって、知財高裁って作ったのですけれども、これがまだ本当は機能していない

としか思えないのですけれども、裁判官の判断がものすごく揺れています。 

 知財裁判の大きな問題点って、例えば、他の犯罪であれば、万引きしても殺人にはなら

ないですよね。ところが知財の裁判って驚くべきことが生まれてくるのですよ。私から見

れば、私的録音録画補償金制度などというのは文化庁が決めてくれたということで、どう

考えても私的録音録画補償金制度に違反すれば著作権法に触れるのだというふうに思って

いたところが、今回の東芝裁判では見事に東芝に無罪が出てしまって。それも高裁までき

まして、高裁もそれを支持して今最高裁に出そうと。つまり、本当に裁判しないと判断が

分からないんですね。これが著作権の裁判の怖いところです。 

 それで、一方で判決だけが現実として先行する、つまり法がいつも遅れていけば現実と

して判決だけが先行していく。そうすると日本は気が付かないうちに大陸法の法律によっ

て判決をしていくという社会から、アメリカ的な判決によって判例によって判断していく

というふうに変わっていくんですね。これがあんまり言われてないんだなと思うんです。

これが、アメリカ的なフェアユースになっていくんだと思うんですね。そういうふうな、

現実にアメリカのルールによって世の中が動いていくという、これも川上さんの指摘があ

りましたけれどもそうなっていくんですね。 

 だから、それがこう無意識になっていくんじゃなくて、社会認知の上でアメリカ的な著
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作権制度とかアメリカの制度みたいになっていくのなら、これは本当に伊能さんがおっし

ゃったとおり、またこれも良いのですけれども、仕方がないからなっていったり、現実を

承認していくとそうなっちゃうのだというのが嫌だなあということを、やっぱりこういう

ところでお話ししておきたいんですね。 

 

【岸】 今の問題、実はすごく大事なことを言ってくださったと思っていまして、要は、

こういう判例、判決で決まっていくというのは若干危険性があるのは、これって行政のス

タイルで言えば事前規制から自己チェック型に変わった場合に、その自己チェックは正し

かったかどうかを見る部分があるわけで、例えば、さっきの私的録音録画補償金みたいに、

やはりそれは意味があって制度が作られた。それが意味があって作られた制度も、環境が

アナログからデジタルに変わったことによって、本来その制度の目的っていうのがあった

んだけども、結局は制度が良いかどうかだけの判断になっちゃって、それでは環境が変わ

った中で目的達成のためにはどういう政策をするべきかという部分は、当然判決では絶対

言わないですね。だから、こういうのは判決を待つ前に行政の側で対忚しないといけない。

それは結局、判決を待たないとなかなか動けないというのはある意味で不幸な面があるし、

特にそれが経済的な部分ならともかく、こういう文化が絡む部分でそれをやっちゃうとい

うのは、結構リスクが間違いなくあるよなあという気はしているんですね。そういう意味

で角川会長ありがとうございます。 

 次いで角川会長。このプラットフォームのルールという点で、このアメリカ企業がスマ

ホ上のルールを何でも決めているっていうのはどう思われますか。 

 

【角川】 まあ正直、このスマートフォンがこれほど大きな存在になってきて、スマート

イノベーションという形で、スマートフォンが単なるモバイルかと思ったら、そこからス

マートパッドが生まれて、それでテレビまでスマートフォンでシェアされるんじゃないか

と。こういう現実が出てきてですね、それで現実にはそのOS がAndroid とそれからiOS し

かないというのは息苦しいですよね。 

 だからもう本当に、天才川上くんみたいな人が生まれてですね（笑）、OS も新しいOS を

作ってくれたり、それから、あるいはWeb 上にブラウザで、もっと自由にこう羽ばたける

世界というものをやっぱり作っていかなきゃいけないんじゃないんでしょうか。 

 今のまま、モバイルがやっぱりAndroid とiOS だけでは、僕らコンテンツ事業者から見

ると、iOS では30％取られるだけではなくて、日本のサブカルチャーのコンテンツがリジ

ェクションされるんですよね。これだめだ、あれだめだと。本当に漫画みたいな話なんで

すけれども、漫画の女学生の水着姿もいけないとか。こういうことが、やっぱり仕方がな

いんだっていうことで、Apple って一つの会社だけの判断で良いのかなというふうなこと

を感じます。日本だったらこれは大変なこと。日本の事業者がこれやったら大変なことに

なるんですけれども、そういうことをやる。 

 Android もやっぱりバージョンアップが激しくてですね。アップルとは違う問題点が出

てきている。フラグメンテーションって、フラグっていうんですよね。世代間で互換性が

ないというふうな問題が起こってきているということもあります。 
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 そういう面でやはり是非、日本的OS が欲しいなあと、それから日本的プラットフォーム

が欲しいなあというふうに思っています。 

 

【岸】 そういう観点でもう一つ、角川会長についでに。 

 電子書籍。ここ1、2 年でダーッと盛り上がって、この部分はまだアメリカのモデルはそ

こまで全面に入っていなくて、日本のいろんな企業は頑張っていると思うんですけれども、

この電子書籍のプラットフォームっていう観点からは、今日本の現状はどうご覧になって

いますか。 

 

【角川】 電子書籍は、アメリカの出版社はほとんど20％から25％が電子書籍の売上にな

っているんですね。それで日本の場合には、ガラケーの中でコンテンツを読ませるという

ことで先行していたんですけれども、今は完全にアメリカのほうが出版社で電子書籍の売

り上げが多くなっている。それで私は、20％、25％が電子書籍になった時に、出版社は生

きていけるのかなというために、逆に20％、25％になっても良いような体制を早く作らな

きゃいけないと思っております。 

 ところが日本はまだまだそのインフラがそろっていない。 

 それで、そういった点では好むと好まざるとにかかわらず、Amazon からKindle Fire が

早く出たほうが良いのではないか。出ないから良いんじゃなくて、むしろ出てもらって、

なんかこうある程度覚悟を強いられた方が良いんじゃないかなと（笑）。そういう状況が

できて、それで日本の電子書籍というものがどうなっていくのかということを見極めた方

が、今の閉塞状況、13 年間ずっと売り上げが下がっていく出版界にあっては、やっぱりそ

ういう挑戦を受けた方が良いんじゃないかな。それによって出版社も変わるんじゃないか

なというふうに考えています。そういう点では、まだまだその日本の電子書籍の市場は未

成熟だなというふうに思っているんですね。 

 

【岸】 ありがとうございます。 

 川上会長、プラットフォームと言うと、川上会長の意見を一番聞きたい部分があるんで

すけれども、ニコ動はすごく良い日本独自のプラットフォームモデルだと思っていますし、

あとはまさに会長がおっしゃったGREE とかDeNA が作ったこのソーシャルゲーム、これ

もやっぱり日本的、日本型のプラットフォームで、そういう意味では、日本は本当は日本

独自のプラットフォームを作る能力はすごくあるはずだよなあと思っているんですけれど

も、その部分は実際ご自分でやられていて、ぶっちゃけ日本型プラットフォームっていう

のは、今後新たなものはどれくらい、何と言うか、ニコ動の先を行くものとかが作られる

可能性はあると思いますか。 

 

【川上】 まあ、ニコ動はまあそんな大したプラットフォームじゃないと思うので、あん

まりそういう。 

 

【岸】 それニコ動で見ている人に失礼ですよ（笑）。 
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【川上】 いやいや（笑）。あの、そんな。ビジネスのプラットフォームとしては、ニコ

動を使ってコンテンツビジネスにまだつなげられるようなプラットフォームには、まずな

ってないというのが率直な感想です。 

 どちらかと言うと、日本はコンテンツの会社が儲かるプラットフォームを作るのが得意

なんですね。そういう文脈ではニコ動はダメなんです。僕は勝手に任天堂型プラットフォ

ームと呼んでいるんですけども、プラットフォームを作っているところがコンテンツを作

っているのが日本のプラットフォームの特徴で、例えばGREE さんもモバゲーもそうです。

これって、ちょっとある意味ずるいように聞こえるかもしれないんですけれども、実はこ

ちらの方がコンテンツの会社が儲かるんですよ。 

 どういうことかと言うと、Apple さんとかAmazon さんなんか見ていると典型なんです

けども、自分ところでコンテンツを作っていないプラットフォーマーというのは、コンテ

ンツを販促材料にするんですよね。それで競争しますから、例えばiTunes が99 セントで

楽曲配信を始めた時に、Amazon さんはうちはもっと安いと、80 何セントだみたいなこと

で、そういうので対抗したんですよね。結局自分がビジネスやってないから、正直コンテ

ンツの会社のことはどうだって良いっていうのが、プラットフォーマーの基本的な姿勢に

なっちゃうんですよ。これは経済合理性から言ったら当たり前の判断でして。そういうふ

うに、他のプラットフォームとの競争の道具にされてしまうっていう、そういう宿命を持

っています。中立なプラットフォーマーとは実はそういう特徴を持っている。 

 実際、これは日本でも起こっていまして、例えばi-mode でも、DoCoMo、KDDI、当時

J-PHONE さんとかありましたけれども、やっぱりコンテンツの会社に対して、特に後発

の会社のほうこそ、うちはコンテンツが安いですっていうキャンペーンをやりたがるんで

すよ。「こんなに安い」と言っても、その安いっていうのは無理やり安くさせるんですよ

ね（笑）。まあいろんな方法を使いまして。それで、それはプラットフォーマーにとって

みると、自分の懐を痛めないでできる宣伝手段になっちゃうんですよね。ということで、

そういうところでビジネスやって儲けるというのは非常に難しい。 

 ところが任天堂さんもそうですし、GREE さんモバゲーさんもそうなんですけれども、

自分たちが儲けるためのコンテンツプラットフォームっていうのは、やっぱり、どうやっ

てコンテンツが儲かるか、利益を上げられるかということを一生懸命考えるんですよね。

そうすると、そこに参加するサードパーティもやっぱり儲かる構造というのに入ることが

できる。これが日本型のプラットフォームの、僕は最大の特徴だと思うんですけれども。

これはやっぱりコンテンツの会社にとって、僕、基本的には良いことだと思います。 

 それともう一つは、多分、日本のプラットフォームというのは、そういう方法でしか世

界に対抗できないんだと思うんですよね。自分でコンテンツ使ってプラットフォームを作

らないと。そうしないと、プラットフォームということになると、やっぱり、今アメリカ

がこういうふうに国策としてもうインターネットを推進している以上、ネットのいろんな

様々な業界標準っていうのは、やっぱりアメリカの企業がとっていくんだと思うんですよ。

そうするとApple、Amazon、Google、そういった企業というのはどうしても有利になって

しまう。純粋なプラットフォームですと、どちらかと言うと規模の経済だとか政治力とか、
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そういったところで勝負が最終的に決まっちゃいますので、やっぱりローカルなプラット

フォーマーっていうのは、中国みたいにグレートウォールとか作ったら別でしょうけれど

も、そういうことがないと、基本的にはやっぱり海外のプラットフォーム、アメリカのプ

ラットフォームが強くなってしまう。 

 そうすると、そういう観点から考えても、プラットフォーマーでありコンテンツを作る

っていうのが、今後のコンテンツを持っているところが基本的に取るべき戦略だと思いま

す。実際に日本でも、今このネットの時代でもですね、例えばジャニーズ事務所とかいう

のは非常に強いわけですよ。それっていうのは、彼ら自身が強力なファンクラブを持って

いて、一種のプラットフォームになっているからなんですよね。プラットフォームを持っ

ているところはやっぱり強いんですよ。なので、そういった形で、今後日本のコンテンツ

の会社っていうのは、プラットフォーマーに対峙していくべきじゃないかなというふうに

思います。 

 

【岸】 あえて、あえて川上会長に、今のはすごく大事な内容と思うからあえて質問させ

ていただきますと、その場合、コンテンツが儲かるプラットフォームをやろうと思った場

合は、コンテンツを作るって当然コストがかかりますよね。その結果、デジタルコンテン

ツ、ネット上のコンテンツに限定すれば、プラットフォームだけをやってコンテンツを安

く仕入れて安く売る方が、ユーザーからすれば、コンテンツが儲かるプラットフォームよ

りも価格が安くなる可能性がある。それでユーザーからすれば安いほうが良いというふう

になっちゃって、そうなっちゃうとなかなかやはり、プラットフォームだけでやっている

ところとは競争しにくくなっちゃうのかなっていう気も一瞬するんですけれども、そこは

どうですかね。 

 

【川上】 いや多分、プラットフォーマーのコスト競争がされるような形で複数のプラッ

トフォーマーが並立しているような状況というのは、むしろコンテンツの会社にとって有

利になると思うんですよね。要するに、どこに対してそのコンテンツを出すのかっていう

ところで、そこでちょっと主導権を握りますので、多分それは逆にたくさんの流通業者が

いて、それぞれみんな競争していて、そこでコストを下げようとしていてという状況のほ

うが有利だと思います。特に、別に自分のところのプラットフォームだけで売る必要もな

いので、やはりそこは選択して、コンテンツ持っているところはいろんなプラットフォー

ムに対してビジネスをしていけるのが、一番コンテンツ側が有利な構造ですよね。はい。 

  

【岸】 ありがとうございます。 

 菅原理事長は今の川上会長のおっしゃったコンテンツが儲かるプラットフォームの必要

性というのは、まさにその著作権を扱っている立場からどうご覧になっていますか。 

 

【菅原】 川上さんのそこのところはよく理解もできるとこなんです。 

 ただ問題なのは、そこの元の資金と言いますか、キャッシュの問題があったりとか、そ

れから限定された範囲のコンテンツだけですとそこまでで、やはりそのビジネスの展開、
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市場の展開というのが止まってしまうとすれば、例えばさっき伊能さんからだったけど、

そういう意味の無色じゃないのかな。ちゃんとコンテンツの側は、コンテンツを作る人が

作ったプラットフォームと同じような感覚のプラットフォーマーがいた時に、そこと複数

のコンテンツを作るところが連携するっていう一つ発展系ですよね。それのほうが規模的

には大きくなるのではないかなっていう印象はあるんですね。それで、これも最初に申し

上げたことと同じなんですけれども、やはり、そういうところが話し合ってできていくっ

ていうのが日本だろうし、勝つ必要というのはないだろうし、黒船を否定するわけじゃな

いのですけど、日本で並び立っていないと、やはり結局ホルダーがどんどん枯れてきちゃ

いますよね。それはやはり防ぐべきだろうと。 

 そうすると、独自に力のあるところは独自っていうのはあるのでしょうけど、さらに大

きくするのであれば、やはり今度は対抗じゃなくて国内の、さっきあの伊能さんも、お金

いっぱいあるらしいですからNTT は。そういうところと、やはり日本型の組んだものとい

うふうに発展していくんじゃないかというふうに思いますけど。 

 

【岸】 角川会長、まさに角川の展開っていうのは、特に書籍の世界でもBOOK ☆ 

WALKER とか、コンテンツも儲かるプラットフォームを作ろうということですごく努力

されているんだろうなあっていうふうに思うんですけれど、まさにそういうふうに実際に

いろいろ取り組まれているご経験から、一方で電子書籍も、これでAmazon とか流通だけ

やるところが来ると、当然またそこと競争するんですけれども、その中でコンテンツが儲

かるプラットフォームっていうのは、どの程度十分に戦えるのかって言うと、どう思われ

ていますか。 

 

【角川】 まあ、あの、良いご質問で（笑）。ほんとに。 

 私がBOOK ☆ WALKER というサイトを作ろうっていうことを、やっぱり角川グルー

プの出版社に言ったときは、みんなできるのかなと、本当にそんなことできるのかなと。 

 電子書籍事業に踏みきるときに、いくつかの判断があって迷いました。例えば、机上の

運営だけの選択では端末を販売しようかなと。端末も出して電子書籍を広げていくってい

うのと、それから端末は出さないけどプラットフォーマーになろうというのと、それから

コンテンツプロバイダに徹するということ、3つあったと思うんです。私は台湾の端末メー

カーをちょっと歩いてみて、感じたのはやっぱり技術の進歩が速すぎて、とてもコンテン

ツプロバイダがクリエイターがこういう端末出すのは追いつかないということがわかって、

端末は出さないということを決めました。これは全然正しかったと思っているんですけど

も。 

 その次に、プラットフォーマーになるっていうことで、BOOK ☆ WALKER というも

のを作ってみたんです。 

 これはやっぱり、コンテンツをばら売りされたらかなわないなあという気持ちなんです

ね。BOOK ☆WALKER っていうロゴの真ん中に、Book とWalker の真ん中に星印を入

れて、僕たちは星雲、星みたいなもんだと。星っていうのは夜空にチカチカ瞬いているん

だけれども、一つ一つの星の力って弱いですよね。だから、それをこの星雲っていう形に
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まとめたら存在感を発揮できるんじゃないかということで、このドタ勘でそんな星マーク

を入れたんです。 

 やっぱりBOOK ☆ WALKER というものを、どうやってサイトとしてAmazon に認め

させるかというふうなことが今、契約のクロージングの際なんですけれどもありました。

それで、これがやはり契約書の中でどう表現するかっていうのはなかなか難しいっていう

のがあったんですけれども、やっぱりそういうことを認めさせていこうっていう努力が、

日本のコンテンツの独自性っていうものを、グローバルなIT 事業者に認めさせるための必

要なことだと思うんですね。それで、そういうふうに考えた時に、このBOOK☆ WALKER 

っていうのはドンキホーテみたいな仕事だったけれども、やっぱり作ってよかったなあと

いうふうに思ったんですね。それは、そういう事にすることによって、著作者を守れると

いうことだと思ったんです。 

 そのときに、これはちょっとここの話とずれているかもしれませんけど、Amazon と話

していて、Amazon もあくまでもやっぱりユーザーの立場に立って契約書を作ろうとしま

した。それで、日本はやっぱりユーザーも大事だけれども著作者も大変大事なんですね。

今ネットの上ではユーザーの意見って非常に強くなっていて、ユーザーの意見も大事にし

なきゃいけない、ユーザーオリエンテッドにならないといけないんだけども、まだ日本は

20 世紀型のメンタリティ、やっぱり著作者も守ってあげながら、ユーザーも守ってあげる

というユーザーの立場にも立つ、著作者の立場にも立ちながらユーザーオリエンテッドみ

たいな非常に難しいんだけれども、それを心していくのがやっぱり出版社なのだと思うん

ですね。これがAmazon の契約書だけ見ていると、もう作家は切られちゃうんですよね。

はっきり言うと。それは、作家だって人気作家は大きな存在なのですけれども、人気作家

ばかりじゃありませんから、人気作家って一握りですから。人気作家って言われないよう

な作家たちを守るためには、やっぱりある結束力が必要で、角川の場合には、それをBOOK 

☆ WALKER という形に表現したんだと思うんですけど、そういうことが今必要で。それ

で、そういうコンテンツ事業者が立ち上がらなければ。 

 日本のコンテンツの創出力は世界でも14％あるって言われているんですね。アメリカは

ハリウッド映画を中核に40％。実は中国でそういう議論をしてきたんですけれども、中国

は3％のコンテンツシェアなんです。世界に対してですね。そういった点で、やっぱり日本

の14％の世界におけるコンテンツシェアって言うかその存在感は、どんなことがあっても

伸ばすことはあっても縮めることはできない。これはやっぱり、是非NTT に頑張ってもら

いたいし（笑）、また国も支援してほしいし、それから、やっぱり日本人のユーザーの人

たちも14％あるということを誇りにしてもらって、それで著者の立場も理解してもらいた

いと思うんですね。 

 著者を守れば、ニワトリが先か卵が先かなんだけれども、やっぱり卵を産むニワトリを

大事にしてもらいたいなと思います。消費される文化という状況は仕方がないんだけども、

クリエイトすることの大事さ、独創性の大事さっていうのを、非常にウェットな言い方に

なるかもしれませんけど、出していって、それがガラパゴスと言われても良いからプラッ

トフォーマー、プラットフォームが作っていく。そういうことがガラパゴスと言われても

良いから努力していく。その努力を、こう、みんなで声を掛け合いながらやっていくとい
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うことが大事なんじゃないか。それがApple やAmazon やGoogle に対して対抗していく、

むしろ唯一の対策で、それができれば実は彼らもそれを認めていくという方法論があるん

じゃないかと思っているんです。 

 

【岸】 ありがとうございます。 

 伊能さん、お待たせしました。NTT いじめを始めようと思うんですけれども（笑）。 

 最初の伊能さんのご説明を聞いていて、NTT もそういうプラットフォームをこれからど

んどんやっていくと言うか出ていくつもりがあるんだろうなと思ったんですけれども、そ

こで、NTT がもし本当にプラットフォームに出ていくならば、そこでやろうと思っている

プラットフォームはさっきでだいたい方向はわかるんですけれども、そういったコンテン

ツも儲かるプラットフォーム的な部分になるのかどうかと言ったら、どうお考えになって

いるんでしょうか。 

 

【伊能】 はい。今、皆さんのお話を伺っていて、例えば川上さんがおっしゃったように

任天堂型プラットフォームみたいな話ありましたけれども、Apple とかGoogle とか

Amazon を見ていて、Apple っていうのは、さっき、コンテンツを自分の会社のプロモー

ションに使うんだって。 

 当たり前ですよね。だって端末売りたいんですよApple っていう会社は。Apple は端末

メーカーなんですね。なので端末を売るためのコンテンツになっているんじゃないかなと

いうふうに思います。だからストリーミングにもちょっと行けていないと思うのは、iCloud 

ってダウンロード型なんですけれども、それはダウンロードできる高い端末、たくさんダ

ウンロードしていただいて蓄積できる高い端末を売ってこそのエコシステムになっている

ので、Apple のプラットフォームというのは端末をベースとしたプラットフォームだと私

は思っています。 

 そしてGoogle は広告を売るということがベースになっているプラットフォーム。

Android をあれだけ普及させるっていう事は、つまりみんなの情報を吸い上げて、そこに

ふさわしい広告を送ってビジネスをするというモデルだからということだと思うんですよ

ね。 

 それではAmazon はって言うと、昨日ある方とお話ししていて、あそこの会社はCD を

売るときに特典みたいなのってあるじゃないですか。あれを一緒に送りたいというふうに

コンテンツプロバイダ側が言ったら、いや勘弁してくれと。うちはそんな特典とかつけな

くても売れるから良いんだと。何でそういう事を言うかというと、包装のパッケージが変

わっちゃうんですね。送るときの。要するに、Amazon っていう会社は流通っていうもの

に、ものすごく特化したプラットフォームだっていうふうに思ったんですね。要するに、

特典付けると包装を変えなきゃいけないんですよ。通常のCD 送るときのメール便みたい

なやつじゃなくて、箱に詰め変えなきゃいけなくて、箱も特典のグッズによっては普通の

大きさじゃなくてガシャガシャになっちゃうから詰め物したりとか、いろいろ手間がかか

るので勘弁してくれということを言われたと。つまり、実はユーザーのこと考えてないん

ですよ、誰も。と言うと語弊があるけれども、先ほどユーザーのことAmazon は考えって
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いるって角川会長はおっしゃったんだけれど、考えているのかな本当にというふうに私に

は思えました。 

 それではNTT は、NTT を代表してっていう意見はなかなか私も立場的には言いづらい

んですけど、私個人の気持ちとして、あと会社を説得していこうという気持ちも込めて申

し上げるとすると、やはり先ほど角川会長がおっしゃいましたけれども、未来のユーザー

のために、それから、これからのコンテンツを作っている人を大事にするプラットフォー

マーでありたいと思います。 

 だから、今、そのユーザーとコンテンツプロバイダ、製作者どっちを立てるのって言う

と、なかなか利益相反してしまうっていう部分もあるので、そこについては非常に日本的

な文化で菅原さんもおっしゃいましたけど、日本的などっちも立つようにっていうふうに

やっぱり考えたいというのが、日本人である私の感覚なんですけど。もっと言うと、ちょ

っと先のユーザー、もうちょっと若い方、これから生まれる人たちのことを考えたコンテ

ンツを育てていくっていう意味で、未来のユーザーを考え、今のコンテンツプロバイダを

考えるプラットフォーマーでありたいというふうに私自身は思っているし、ネットワーク

は太くなっています。なっていて、まあちょっとスマホがね。予想外のペースで普及して

いましてご迷惑をおかけしたりはしているかと思いますけれども、その分の投資はきちっ

としますし。 

 だけれども高速道路をひいただけじゃダメなんですよね。車に通っていただかないと。

なので車に通っていただき、私たちは、今サービスエリアとかすごく便利になっていると

思うんですけども、いろんな集客をしたり、最近のサービスエリアってスタバがあったり

とか、いろんな事業者さんが来てすごく便利になったと思うんですけども、ああいうこと

ですよね。つまり高速道路だけの使用料だけじゃなくて、快適な時間を提供したり、休憩

時間とか食べ物とかそういうものを提供したりすることによって周辺のお金もいただくと。

前にちょっと、これは正しいかどうかわからないんですけど、お聞きしたのが、東京ドー

ムっていうのは、野球のゲームの収入よりか、お弁当とかビールの売り上げのほうが多い

らしいんですね。だから、結局それそのもので儲けるというだけではなくって、その周辺

ビジネスも含めてみんなで儲かって、それを還元していくというプラットフォームであり

たいという。まあこれは決意表明みたいなもの（笑）かもしれませんけれども。 

 なので、今そういう事を考えておりますので、是非ご一緒していただきたいなあという

ふうに思っていまして。プラットフォーマーだけではできませんので、そこに乗っかって

一緒にビジネス作ってくださる方がいてこそのものなので、さっきクラウドをちょっと銀

行に例えましたけれども、タンス預金から銀行に預けてくださいねと。それで、銀行を作

るので、まず大事なコンテンツを預けていただいて、そこで一緒に運用して、儲けて、利

益分配をお互いにしましょうみたいなことを私としては皆さんにご提案して、一緒にやっ

ていけたらなというふうに思っております。ラブコールですかね。決意表明アンド、ラブ

コール。 

 

【岸】 それで、NTT はそのためにちゃんとしっかり投資する気はあるんですか。 
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【伊能】 ええ。 

 

【岸】 つまりプラットフォーム作るってコストかかりますから。 

 

【伊能】 当然ですよね。 

 

【岸】 それで角川とかニコ動みたいにお金持ちの企業はともかく、他はなかなかそうで

きないわけで、やっぱり投資は必要。その部分を誰がするかっていうのはすごい大事だと

思っていて。 

 

【伊能】 はい。 

 

【岸】 そこはちゃんとしっかりやる気がある。 

 

【伊能】 もちろん、私。 

 

【岸】 加えて、加えて思っているのは。 

 

【伊能】 私が意思決定者じゃないので。ボーンとハンコつければ自分でもちろんやりま

すけれども、まあそこは大きい企業だから。逆に大きい企業だから、大きいお金が動かせ

るっていうメリットもあると思うんで、そこはもうとにかく会社の中を説得するしかない

と思っているんです。 

 そのときに、私一人で竹やりもって切り込んでいっても多分あんまり聞いてもらえない

んで、一緒に徒党を組んでいただける方を（笑）探して、募集中（笑）でございます。 

 

【岸】 それでもう一個質問で、そのときにNTT がインフラレイヤーのプレイヤーとして

できる役割は、スマホなんかも端末とプラットフォーム一体化していますよね。本当はプ

ラットフォームだけじゃなくて、そういうハードの部分もそれについて来ればすごく良い

と思っていて、それをつなげられる役割は、もしかしたらインフラプレイヤーができるの

かなっていう気はするんですけれども、そういうハードまでは考えないんですか。 

 

【伊能】 個人的には考えたいなあと思っていて、まあソニーさんなんかが本当はもっと

やっていただくような領域なのかもしれないですけれども。 

 ウォークマンが出てきたときのあの驚きというのを、もう一回何かないものかなあと思

っていまして。端末が出てきたことで驚いたというよりは、音楽を持って出かけて外で聞

けるんだみたいなその生活ですよね。新しい生活スタイルみたいなものを、多分ご提案さ

れた。それで、それが実現できたものがウォークマンだったと思うんですけれども。 

 ああいう驚きとか、新しい習慣とか、そういうものっていうのはやっぱりコンテンツだ

けではない、プラットフォーマーだけではない、やっぱり端末メーカーさんもご一緒にな
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っていただいて作っていくべきものだと思っていて。そういうのも、遅々として進まない

というデメリットはあるけれども、話し合いの文化っていうのは実は非常に良くて、誰か

が勝つとかじゃなく、誰かが勝って誰かが負けるとかじゃなくて、多分こうだよねってい

うその志というか、山の頂上を一緒に見て目指せればやれるんじゃないかなというふうに

私は思っているので、その徒党を組んでいただく中に、端末メーカーの方もいていただけ

るとすごくうれしいなあと思います。 

 

【岸】 角川会長なんかはNTT がプラットフォームをこういう形でやろうとしているのは

どう評価されますか。 

 

【角川】 ちょっとその前に、ユーザーオリエンテッドっていうのをちょっと誤解された

ので申し上げるんですけど、僕はAmazon がユーザーを守っているっていう言い方をして、

そう聞こえてしまったことにちょっと言葉足らずだったなと思うんですけれども。 

 アメリカっていう国は告訴社会ですから、だからユーザーから告訴されないようなこと

を契約書に盛りたがると、そういう意味なので話をちょっと今修正したいと思います。 

 それで僕は、日本型という中に垂直統合型の任天堂型もあればコンテンツ支配のNTT 型

もあって両方認めたいんですけども、やはり、そのいろいろ言われる陰になって、NTT っ

てひどいとか任天堂ひどいって言われました。ですが、現実としてはi-mode で株式公開し

た会社も多いんですよね。もちろんGREEもそうでしたし、それから任天堂もひどいって言

いながら、任天堂で公開したゲームメーカーも多いんですよ。 

 ところが残念だけれども、僕はやっぱりGoogle にもYouTube にも言ったんですけども、

YouTube はアメリカンドリームを実現したのかと、尐なくとも日本人の中からYouTube 

を使って公開するっていう会社は全くないじゃないかということを、僕は言っています。 

 そういう点では、やはり、任天堂やあるいはNTT に頑張ってもらいたいなあと。 

 それで伊能さんはもう竹やり戦法で行くしかないのかもしれない（笑）と、あるいは徒

党を組んで行きたい（笑）ということを。僕はやっぱり、是非、このひ弱な伊能さんをバ

ックアップしてやりたいなと思いますね。それで、できると思いますよ。NTT で。だから、

NTT の多尐の誤解を今日を境に（笑）、あの先生も一つ（笑）見直してやってください。

はい。 

 

【岸】 ありがとうございます。 

 今の延長でちょっと話は変わるんですけれども、川上会長にお伺いしたいんですけれど

も、そういうNTT も含めいろんな新しいプラットフォームが、これから日本でも日本型と

言えるかどうかは別にして出てくるかもしれない。そこで、今のソーシャルゲームみたい

に、日本独自で海外が真似するくらいの成功モデルがもっといろんな分野で出てくるよう

にするには、政府は何かやれることがあると思いますか。それは規制の面とか振興の面、

両方あると思うんですけれども。 

 

【川上】 ま、やれることは、僕はあるんじゃないかなというふうには思いますね。 
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【岸】 それ、具体的にやりますか。 

 例えば、政府がもっとそういうので補助金用意した方が良いんだとか、もう規制を一切

なくしたほうが良いんだとか、いろんな方向として政府は、要は、どういう役割を果たす

べきなのかなっていう。 

 

【川上】 いや、あのまず。 

  

【岸】 かえって政府は何もしない方が、民間で勝手にやるのかっていうことで。 

  

【川上】 余計な事だったら何もしない方が良いと思うんですけれども( 笑)。ただ、僕、

現実問題として政府が果たさなきゃいけない役割というのはすごく大きいと思うんですよ

ね。 

 それで、政府がまず何をしたいのかっていうのを、僕、はっきりさせることが必要だと

思うんですけれども。今週ですか、Google の検索の削除結果を求める裁判の判決に、Google 

社が従わないっていう回答をしたっていうのがありますけれども、多分今後こういうこと

が増えていくわけですよ。要するに、海外にある会社がやっているサービス内容に日本政

府は口出せない。日本でサービスをしているにもかかわらず口出せないという、これは一

つの例ですよね。これがこのまま最終的にどう着地するのかわかりませんけれども、多分

こういう例がどんどん増えていくんですよ。 

 それで、これが行きつく先はいったい何だろうっていうことを考えると、もし日本がネ

ットの中でも日本の法律をコントロールしたいのであれば、まあ、まず日本のネット企業

というのは全滅しますよね。そのまま言うと（笑）。そして海外の企業だけが生き残るっ

ていう結果になります。そして海外の企業は何やっても良いっていうふうになっちゃいま

すよね。日本からすると。それで、もしそれを防ごうとすると、日本がそんな野蛮なこと

やってと言って笑っているあの中国のグレートウォールが、あれが正しいってことになっ

ちゃうんですよ。国としてはあれが正しいっていう方向になっちゃうんですよね。そうい

う議論っていうのが僕はやっぱりされてないんじゃないかっていうところをすごく心配し

ています。 

 日本にとってそれではいったい何が有利なのかみたいなところを、僕は考えなくてはい

けないんじゃないかなと思うんですよね。どういうふうに、日本のネットにおけるそのビ

ジネスを守っていくのか。日本のかなりのGDP の相当な部分っていうのが、ネットを通じ

てこれから海外に流出するっていうのが、ここからもう見えているわけですよ。それで、

それは時代の趨勢だからしょうがないっていうのが今のスタンスなんですけれども、それ

を防ごうっていう方法は実際あると思うので、そういうほうをやるのやらないのっていう

話だと思うんですけれども（笑）。 

 まず、そもそもそういう議論にまで至ってないですよね。はい。 

 

【岸】 今の問題提起、すごく大事と思っていて。 
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 私も政策議論に絡んでいて不思議なのは、TPP に反対する人はすごく多いんですよ。そ

れでTPP に反対する人、だいたいそういう人は、スマートフォンを使いこなしていて全然

違和感を感じてなくて。スマートフォンほど、実は究極のグローバル化の世界はないわけ

なんでして。そういう何と言うか、ネットとリアルの世界が感覚上断絶されちゃっていて、

川上会長が言ったみたいに、まさにネットの分野ではそういうグローバル化は当たり前で

良いので、そこで法律の適用をどうするのという議論が起きないのは、確かにそれは問題

点ではあるとは思うんですね。 

 それで菅原理事長、今の川上会長への質問と同じ質問になるんですけれども、著作権と

いうこの制度に関連されている立場から、こういうソーシャルゲームとかニコ動みたいな

日本型のプラットフォーム、コンテンツが儲かるプラットフォームですよね。これがもっ

といろんな分野で出てくるようにするために、政府は何かやれることやるべきことはある

か、または、政府は全く何も余計なことしない方が良いかと言ったらどうご覧になってい

ますか。 

  

【菅原】 んー、いや本当に、なかなか難しいですねえ。わかっていれば動いているのか

もしれませんけれど。 

  

【岸】 じゃあ、だいたいわかっていないからトンチンカンなことばっかりやっているん

ですかね。 

  

【菅原】 ん、いやいや。あのまず、実際のビジネスとして動いている部分に、なおかつ

何かを言ってくるのはあまり良くないと思うんですね。 

 それから、例えば資金的な援助と言っても、これまでの傾向って、だいたい紐付きです

よね。紐付きがあることによって金の切れ目が縁の切れ目じゃないですけど、つぶれてい

ったプロジェクトがどれだけあるか。これ、きわめて無駄なんですね。だから、そういう

関与というのはできるだけ控えた方が良いのではないか。 

 ただ一方で、川上さんがおっしゃったところに関連すると、例えば著作権の基本的な部

分でも、最初に角川会長がおっしゃっていましたけど、日本は大陸法の系統の法律の立て

方になっているわけですね。それでビジネスはアメリカ型っていう頭と体が切りわかれて

いるのが日本なんですね。それであたかもアメリカが全てのように思いがちなのですけれ

ど、ところがヨーロッパあたりに行ったら全く違うわけですよ。先ほどのドイツの話もそ

う。フランスに至っては、そこでの3 ストライクもあるし、過激なことも言うわけですけ

れども、その基にある考え方っていうのは、やはり大陸法が綿々とつながっているところ

があって、日本もそうだとした時に、日本・EU・その他の国と、割と大陸法型のほうが多

いと思いますので、アメリカだけが特殊なんだという発想を持っていかないといけない。 

 その時に、例えばもう全面的にアメリカ型に行くんですという事であれば、それはまた

その議論で、その方法もあるのかもしれませんけれども、そのとき国のあり方っていうの

はどうなんだというのは、これは、やはり国が言わなきゃいけないですよね。 

 どうもこのところあまり日本として、例えば文化政策あるいは著作権政策ってどうなん
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だというところが見えないと感じますので、そこをやっぱり国はやらなきゃいけないです

よね。基本政策というところですので。ですから、そこはそうだし、現実的なところは紐

付きだったらやめた方が良いというあたりが、今申しあげられるとこでしょうかね。 

 

【岸】 角川会長はどうご覧になっています。 

 例えば、最近政府は電子書籍のほうでは出版デジタル機構っていう組織を作るのにいろ

いろ動いたりしましたけど。 

  

【角川】 それはそれなりに僕は評価しているんです。 

 やっぱり出版社って出版社だけじゃないんですけど、コンテンツ事業界、産業っていう

のは、14 兆円あるとか11 兆円あるとか、統計数字ですごいばらつきがあるんですけども、

その金額が大きい割には、実は業界っていう形でそれぞれの業界はみな中小零細なんです

ね。ですから、僕が非常にそのコンテンツ事業者には、その、いとおしいんですけど。雇

用もけっこう多いです。ですからこういう問題に対してもコンテンツ業界っていうのは重

要です。 

 そういう中で、零細だからやっぱり国が支援してあげるっていう点では、例えば、さっ

きおっしゃっているデジタル機構も、中小零細の出版社は自分でデジタル化できないです

から、そういう点で国が支援するというのは大事だと思っていますね。 

 それで、映画のほうでも、あるいは映画だけじゃなくてゲームもそうかもしれませんけ

ど、ANEW っていう会社ができてですね。それで、これが大作映画に対する種まきのお金

を作るということがはじまりました。これなども、フランスはそういうファンドを持って

いるんだけども、日本はないから、これまでは日本とは合作協定ができないと突っぱねら

れたんですね。ですからようやく、フランスとの間に映画の合作協定を作るような体制が、

ようやく、まだ未熟だけれどもできつつある。それで、韓国などはもう何百億円っていう

ファンドを持っていますから、韓国がはじめそんなファンドを作ったときに、そんなこと

で映画やテレビドラマができるなら簡単だと僕はちょっと鼻で笑ったんですけれども、事

実上それを非常にうまく使って、韓流ドラマ、韓国映画がこれだけアジアに席巻している

わけですから、やはり国ができることはいっぱいあるんだと思いますよね。 

 それで、それを突き詰めていって、やっぱり重厚長大型の産業政策から、こういうコン

テンツみたいなものに対しても産業政策をきちっと持っていたりしていくべきだと思いま

すね。 

 

【岸】 ありがとうございます。 

 だんだん時間も質問の時間に入りつつありますから、とりあえず一回まとめると、多分

今4 名の皆様のご意見伺っていますと、自分がもともと思っていたことにやっぱりだいぶ

近いのかなっていう感じはしまして。 

 それで、やっぱり川上会長がおっしゃった言葉ってすごく大事なキーワードだと思うん

ですけど。「コンテンツが儲かるプラットフォーム」これは日本型というのかアジア型と

いうのかよくわからないけど、多分日本型なんだろうな。そういうのはやっぱり絶対必要。
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もうそういう成功例はニコ動とかソーシャルゲームとかあるわけで、そういうのがどんど

ん出てきた方が良いよねと。 

 ただ、プラットフォームに関していえば、角川会長もAmazon が入ってきた方が良いと

言ってきたように、やっぱり流通の出口はいっぱいあった方が良い。全部が全部コンテン

ツが儲かるプラットフォームじゃなくても、逆にコンテンツに冷たいプラットフォームで

も、そういう出口がどんどん増えていく中で、コンテンツの側がその中で戦略的に出口を

自分で決められるようにするっていう形で市場を作っていく、プラットフォームを作って

いくっていうのが多分一番必要な方向で、そういうふうになるようにするためにも、この

著作権制度の問題はやっぱり、このボーンデジタルが当たり前の時代の権利、そこでの制

度はどうあるべきかっていうのを政府はもっと考えないといけないし、かつ、そういう日

本型コンテンツが儲かるプラットフォームっていうのがこれからどんどん出てくるように

するためにも、政府がやれることやるべきことはあるはずで、それが具体的には何かって

いう事はなかなか今日は結論つけにくいんですけども、そういう正しい方向、間違った方

向ではなく正しい方向っていうのを規制の面とか振興の面の両方でやっていく必要がある

と。 

 とりあえず、一回強引にまとめるとそういう感じになるのかなあっていう気がしており

ますけども。 

 すみません。残り10 分くらいになりましたので、今まで4 名のパネリストの皆さんがそ

れぞれいろんなことを言ってくださいましたので、ご自由に質問なりですね、または良い

機会だからJASRAC に文句言いたいとか、そういうのでも結構ですので言っていただけれ

ばと思います。 

 ちなみにニコ動が中継をしていますから、恥ずかしいと思われる方は特に具体的に名前

とか会社言えとまでは言いませんので、ご質問・ご意見がある方は挙手をお願いいたしま

す。 

 では一番後ろの方、名乗れるものなら名前も名乗ってくださいね。 

  

【質問者1】 別に悪いことを聞くわけではないので名乗ろうと思います（笑）。テレビ朝

日ミュージックの宮崎と申します。よろしくお願いいたします。 

 現場の生の意見としてお伺いしたいのですが。 

  

【岸】 ちなみにどなたに質問がありますか。 

  

【質問者1】 4 名の方それぞれに、ちょっとご意見を伺いたいと思います。 

  

【岸】 はい、はい。 

  

【質問者1】 レコード協会の発表では、純粋な音楽コンテンツとして、アメリカを抜いて

日本が世界で一番売り上げたというような発表がされましたが、日本型だからこそ成り立

つ数字なのかないうふうに感じております。コンテンツが多岐にわたるマネタイズ化が求
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められていく中なので、現状の日本における、この1 曲あたりだいたいCD 配信において

200 円から400 円という金額設定をされておりますが、この金額が適正であるかどうか、

皆さんの考え方を生の意見としてちょっとお伺いしてみたいなと思いました。 

  

【岸】 じゃあ、そうですね。角川会長どうですか。 

  

【角川】 これ、電子書籍の値段にも関係あるんでなかなか表現しにくいんです。今、ま

だパッケージが日本では結構存在感があって、さっき伊能さんからも長期間CD が頑張り

すぎたんじゃないかっていう話でした。そういう事から考えると、CD を買った人に対し

てあんまりネットだから安くしても良いという論理だけだと、CD を買う人がちょっとか

わいそうだと。そういう配慮はやっぱりあると思うんですね。そういう点では200 円から

400 円っていうのは悪くないんじゃないかなと思います。 

 今問題になるのは、pay-per-view みたいな形で1 作品ずつ買うシステムが良いのか、あ

るいはサブスクリプションモデルで月額料金でやるほうが良いのか、そういうふうなこと

もまた一方で問題がある。どちらが良いかっていうのがコンテンツ事業界の中ではテーマ

になっているような気がしますね。 

  

【岸】 伊能さんなんかどう見えています。 

  

【伊能】 1 曲が200 円から400 円っていうのは、マーケットが決める払いやすい値段が

幾らかっていう事だと思うんですけど、最初からそれを、「200 円から400 円でいいや」

って、コンテンツを作る側、出す側が思う必要はなくて、ゲームで言うところのアイテム

課金みたいな、もっとそういういろんなアイデアがあるような気がしていて。例えば、

JASRAC さんとかどう考えるかわからないですけど、歌詞を普通にすごくストレスなく見

られたり、一緒に見ながら聞けたりとかっていう組み合わせのサービスが受けられるよう

にするんだったら、プラス100 円とか何百円とか。あと例えば、さっきもちょっと言いま

したけれども、ジャケ写みたいなので没になったやつとかあると思うんですよね。そうい

うものも、あと何百円か払うと実はみられるようになるとか。ベースとして幾らかってい

うのは、まあそれはサブスクリプションで定額幾らっていうのでも良いし、1 曲あたり幾

らっていうのでも良いんですけれど、それに対して1 曲1 曲売っていくっていうだけじゃ

ないマネタイズっていうのが、実はあるような気がしていて、そこの知恵をもっと一緒に

出してったら良くないかなあっていうふうに私自身は思っています。はい。 

  

【岸】 では川上会長、どう思われていますか。 

  

【川上】 まず、値段に関してはコンテンツを持っているところが、値付けは自由にして

良いもんだと思うんですよ。それが1 円だろうが1 万円だろうが全然かまわないと思って

いて。200 円400 円っていうのが適正かどうかについてはどういう観点から言うかと言い

ますと、僕は、それは矛盾がある値段だと思っています。良い値段というよりは。 
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 というのは、今、例えばレンタルがあるわけですね。レンタルCD だと100 円とかで借

りられちゃうわけですよ。レンタル借りる人ってレンタルを1 日だけ聞いて返すっていう

人はほとんどいなくて、現実的にはあれはコピーのために借りているわけですよね。そう

するとレンタルだと100 円で、そして事実上いくらでもコピーできると。それで200 円か

ら400 円っていう値段で買っても、今DRM がついてますから、そうするとコピーできな

いものを200 円とか400 円で買っていたり。DRM ないものも最近ちょっと増えてきまし

たけど、やっぱりCD を借りてくる方がいろいろ使い勝手が良いわけですよ。実際。とこ

ろがレンタルは100 円で、しかもその中から個権利者に入る金額と言うとごくわずかなん

ですよね。そして例えば、着うたフルとiTunes ミュージックストアのほうだと、iTunes ミ

ュージックストアのほうがほとんど楽曲そのままですから、これもまた使い勝手が良いん

だけれども値段が安いと。こういう矛盾のある価格体系で消費者に提供しているというの

は、これは僕はね、よくないことだと思っています。 

 これは、下げろっていうよりはむしろどっちかって言うと、安い方を上げろっていうふ

うに、僕は（笑）コンテンツ側の（笑）立場からたって言いたいと思うんですけれども、

これはちょっと今のゆがみですよね。と思っています。 

  

【岸】 ありがとうございます。 

 菅原理事長はどうお考えになっていますか。 

  

【菅原】 まさにまず権利を持っている人、コンテンツを持っている人がどういう値段に

するかっていうのが当然の話ですよね。物を売る方ですから。 

 ただその時の市場がどうなのか、それから売る側の意図、つまり新曲の場合エトセトラ

それから、例えばもう20 年も前のものだけれども、たまたまそこに音源があるからどうだ

ろうかっていうようなものって、戦略的にも違ってくるだろうとは思うんです。ただ川上

さんもおっしゃったんだけれども、現状、そのネットとフィジカルの部分でのアンバラン

スっていうのがあるわけで、ここはどういうふうに考えていくかっていうのは、やはりコ

ンテンツホルダー側の一つのビジネス上の責任だろうとは思うんですね。 

 そこをしませんと、さっきの黒船的なプラットフォームが来ると、さっきも話出ました

けど、1 ドルだ、場合によると、もっと下がるんだっていう話も出てきて、それじゃない

と乗っけてやらないとかっていうのが、うちが言うと何ですけど、何かどっかの法律に抵

触しないかとさえ思っちゃうんですけれども。やはり、まずコンテンツ側、それとプラッ

トフォーム側とで、ユーザーの求めているのがどの辺であって、それであればどういうモ

デルを組もうかっていうことが、本来は動きながらでもあるべきだと思うんですけど、今

のところそれがない形で来ていますから、これから先、特にクラウド系とかになっていっ

たときに、もう一度そこの議論がされるべきだろうというふうに思います。 

  

【岸】 ありがとうございます。 

 他に質問があれば。では一番前の方お願いします。 

 誰に質問したいかもお願いいたします。 
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【質問者2】 角川会長、お願いします。私、日本大学知的財産研究科の秋山と申します。 

 常日頃、角川グループさんっていうのは、多分、日本で唯一のメディアコングロマリッ

トっていうかな、いろんなメディアを多岐にわたって展開されているので、ある種、非常

にやりやすい部分もあるんだろうと思うんですね。残念ながら日本のメディアの中で、角

川さんのような動きしているところが全然なくて、このへんがアメリカになかなか対抗し

きれない状況だろうと思っています。 

 それはそれとして、先ほど会長の言葉の中で、卵を産むニワトリというふうにお話があ

ったと思うんですけれども、日本で今一番欠けているのは、卵を産むまでにニワトリを育

てるということがなかなかなくなってきてしまったために、今、経済産業省も含めて世界

に通用するクリエイターがどうのこうのと言っているのですけれども、やっぱりクリエイ

ターをきちっと育てるということを誰かがきちんとしない限りは、コンテンツを世界に発

信する、あるいはプラットフォームに良いものを作るっていうことは出来ないんじゃない

かなと思うんですね。そういう意味で、やはりいかにして人材を育てるかという具体案が

必要だと思うんですよね。あとそれともう一つ、ネット流通ができたために、例えば出版

界でいうと、それまで作家を育てるということを出版業界がやってきたと思うんですが、

それがネットにのせれば、言葉は悪いんですけど、中間搾取がなくなって自分の取り分が

増えるということで、ネットにコンテンツをのせようという動きも出版のみならずいろん

なところに見えてくる。そういうふうにネットを使ってしまうと、先ほど言ったクリエイ

ターを育てる、良質なコンテンツを世界に発信するというところとかなり、ネットの部分

との乖離状態、せっかくのネット流通の良さを生かし切れないというところが出てくると

思うのですが、その辺のところはどうお考えになりますでしょうか。 

  

【角川】 おっしゃる通りで、クリエイターを育てる、作家を育てるために今何ができて

いるかという事は、なかなか十分ではないっていう事はよくわかっています。 

 出版界のみならず、アニメーターの人たちも、日本のアニメっていうのは非常に重要な

コンテンツなのに、それを育て十分なペイを返すような環境にないっていう事はよく指摘

されていますし、どうしたら良いだろうっていう事はいつも考えているんですけれども。 

 これはなかなかやっぱり抜本的な解決策がない。では、政府に求めたらできるのか。先

ほどそういう話ありましたけど、もういつも考えているんですけどなかなかこれは難しい。

むしろ、そういう点で皆さんから育てるためにこうしたほうが良いんじゃないか、ああし

たほうが良いんじゃないかっていうアドバイスをいただきたいなと思うくらいです。 

 ですけど、僕は出版界で言うと、芥川賞とか直木賞とかそれから今ライトノベルズとか

いろんな賞があるんですけど、これなどは非常に合理的な僕は作家の輩出方法だと思うん

ですね。 

 これは、極めてアナログ的ですけれども、やはり小説を書いているんだけどなかなか認

められないという時にそういう賞があって、そこに忚募することによって出ていくチャン

スがあるということもあります。また、今ケータイ小説っていうので「魔法のi らんど」み

たいなものがありますけれども、ああいうところで中学生、高校生を中心とした女の子た
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ちが作家作業をしているというのも、これも捨てがたくて、このCGM っていうのはやっぱ

りこれから非常に重要なものだと思っています。 

 そういうところで見ても、じゃあネットに作家が作品を提供すれば、今はネットですぐ

に流通するじゃないかと思われがちなんですけれども、これが、先ほど私が作品っていう

ものは、あるいは作家も含めてですけれども、夜空の中の一点の星のようなものでなかな

か社会に認められるとか読まれるっていうチャンスが意外に尐ないんですね。ですから、

私はそういう出版社を抜きで作家というものがネットで登場するっていう事は、悪いこと

じゃないと思います。そういうことになれば、それは出版界に対して一つの反省になって

いくんだと思うんですね。 

 しかしながらやはり、先ほど私がAmazon に対してもそうやって作家を守っていくのは

出版社だというふうに申し上げたように、本当にそうだと思っているんです。やはり、作

家とそれからISP の間に入って、作家の権利を守ったり、あるいは売り出すために努力し

たり、これはエディトリアルの作業みたいなことを含めて半永久的に残っていくんじゃな

いかなあと思います。 

 まあ、ご意見があったら是非聞かせていただきたいと思います。 

  

【岸】 はい。他に質問ある方いらっしゃいますでしょうか。 

 じゃその後ろのほうの方。 

  

【質問者3】 ユニバーサルミュージックの島田と申します。 

 壇上の皆さんに対して質問させていただきます。できれば岸さんのご意見も伺いたいと

思っています。 

 プラットフォームの会社と、あとコンテンツホルダーの会社の関係に関しての議論が

様々あったんですけども、やっぱり、プラットフォーム会社の集約化っていうのは、Apple 

とかGoogle とかAmazon に象徴されるように、かなり集約化が進んでいるのかなっていう

ふうには思っています。 

 それで一方で、それに対抗するには、その日本型モデルを作るっていうのも一つあると

思うんですけど、もう一つの考え方として、コンテンツを作り出す会社も日本の場合は非

常に多い、先ほど零細業者が非常に多いっていう話もありましたけれども、このコンテン

ツホルダーも、もっとやっぱり集約化されて、一つの会社がもっと大きい投資をして、有

力なコンテンツを作る環境っていうものがあってしかるべきなんじゃないかな。それでコ

ンテンツホルダーの視点から見て、そういうグローバルプレーヤーに対して同等の立場で

交渉ができる環境っていうのも、作り出されるべきなのではないかなというふうに思って

おります。 

 それで質問としては、そういう日本の、今、コンテンツを作るコンテンツプロデューサ

ーですね。コンテンツプロバイダの数が非常に多い中で、もっとコンテンツホルダーの集

約が進むべきかどうかというところに関してのご意見を伺いたいと思います。 

  

【岸】 角川会長どう思われますか。 
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【角川】 プラットフォーマーが集約されているんじゃないかという話があったんですけ

れども、私は冒頭で、プラットフォーマーはもっともっと多様で良いじゃないかというふ

うに考えているってことを申し上げたと思います。 

 プラットフォーマーっていうのは、ある面でアナログで言えば問屋か小売店かという論

理が考え方があると思うんですけども、そういう点でコンテンツって多様性がやっぱり命

なんですね。これしかないっていうことがむしろ問題があって、「出版の自由」だとか「表

現の自由」だとか日本国憲法の精神というのはみんな多様性に依存しているんですね。 

 だから、僕は中国に行って、中国も本気になってコンテンツ作れば5 千年の歴史があり

ますから、強敵になるんだけど、でもなかなか表現の自由がないというのは実際に創作現

場であって、アニメーターを見ると日本のアニメーションっていうのは非常に面白いけど、

我々が作るのはつまんないっていうことを言っているんですけど、これもやっぱり政府の

干渉があるからだと思うんですね。 

 そういう点では、日本は表現の自由があって、いろんな多様性のあるコンテンツを作れ

るって、そして、その多様なコンテンツをカスタマイズしたそのプラットフォームってい

うのがあって、そのプラットフォーム同士が競い合うって言うんですかね、それが多様な

コンテンツを保証していくようなものになるのが理想ですし、また、それはできるんだと

いうふうに思っているんです。 

 あの、それは大丈夫です。これからそういうふうになるだろうし、なるべきだと思って

います。 

  

【岸】 伊能さんどうですか。 

  

【伊能】 コンテンツを作る方っていうのは、やっぱり腕一本で作れるくらいの能力があ

る方なんだと思うんです。そのときに世の中がICT 化してきて、そうすると得意じゃない

ICT の部分まで自分でやらなきゃいけないみたいなことになってきてますよね。そういう

意味では、餅は餅屋みたいなことがきちっとできるような環境整備っていうのがすごく大

事で、今さっきご説明しましたように、クラウド化とか、もうちょっと前の言葉で言うと

SaaS とか、そういった環境ができてきているので、そういったある種の専門性が必要な

ICT の部分については、もう人に任しちゃってアウトソースしちゃえば良いと思う。 

 それで、自分の得意分野のところに集中できるようにすれば、大資本でなかったとして

も、できる環境っていうのは十分作れるんじゃないかなと思いますし、その部分で、我々

のような事業者がお手伝いできるのではないかなというふうに思っていますので、個人で

あっても中小弱小であっても、十分にその本業として力を発揮できる環境整備っていうの

を我々としてはやらせていただければなというふうに思いますし、そのことによって、世

界に伍してくというようなことをできる様々な環境が整ってきている、ちょうどそういう

タイミングだというふうに思います。 

  

【岸】 川上会長どうですか。 
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【川上】 僕はちょっと意見が違うんですけども。今後の、やっぱりデジタル時代のコン

テンツホルダーっていうのは、デジタルの流通を自前で持っていないところ以外は、僕は

生き残れないと思います。 

 ですので、そのわかんないところはどっかに任せてっていうのは、多分失敗するパター

ンだと思うんですよね。ですから、NTT さんにもニコ動にも頼らずに、自分で技術者を抱

えて、それで新しいデジタルのコンテンツというのを自分で作っていく。別にそれは高い

技術力がいる話じゃないと思うんですよ。別にコンテンツというのは創意工夫ですから。

そういうところしか、次の世代っていうのは、僕は生き残れないと思います。 

 それと規模の点ですけども、ネットについて何かのビジョンがあって、戦略があって、

それでそういうところが集まっていて大きくなるっていうのは意味があると思うんですけ

ど、わかんない人が集まってもわかんないままで多分うまくいかないっすよね（笑）。そ

れで、わかんない人が戦略がはっきりあるApple、Amazon と勝負すると、図体でも負ける、

戦略でも負けるっていうのでね。僕は結果が見えているわけです。 

 日本はどっちかって言うと、プラットフォームの勝負っていうのでは勝機が薄いですか

ら、僕、ゲリラ戦しかないと思うんですよね。だから僕は、規模は大きくある必要はない

と思います。むしろ、ちゃんと小さくてもビジョンを持っているところっていうのが、十

分それで対抗できると思います。 

 現に例で言いますと、例えば、日本で今成功している電子書籍まわりのプラットフォー

ムって言うと、僕はホリエモンメルマガだと思うんですよ（笑）。あれ完全個人ですよね

（笑）。まあ一忚いろんな他社のメルマガのシステム使っていますけども、複数のところ

使い分けていますし、基本はその堀江さんのツイッターアカウントを使ってプロモーショ

ンをしているんですよね。津田さんのメルマガでもそうなんですけども。 

 要するに、ネット時代っていうのは、たとえ個人であったとしても、そのネットメディ

アを有効に使えてコンテンツ作れた人たちが勝負できるんですよ。別にそんなのはプラッ

トフォームなんか関係ないです。それで小さくても要するに、個人でプラットフォームが

作れている例だと思うんですよね。堀江さんですとか津田さんのメルマガっていうのは。 

 多分そういった形で、まず小さいところでもプラットフォームに対抗できるような、そ

ういったところっていうのが、だんだんだんだん大きくなっていくような、そういう未来

が良いんじゃないかなっていうふうに思います。 

  

【岸】 菅原理事長どうですか。 

  

【菅原】 そうですね。やはり作るっていう事はもともと人間の一人一人の感情であり発

想であるわけですから、何かそこを統合的にっていうのは、まず全くないだろうと。 

 次に、そのできたものの集約っていうのは、国策的に全部コンテンツをここに預けなき

ゃいけないっていうのはちょっと気持ち悪いですしね。やはりそれも、プロデュースする

側の独自の発想であったり、いろいろ違うことによって多様なものができるんだろうと思

うんです。その上で多様なホルダー、権利者がある中で、例えばさっきの対抗的にと言っ
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た時に、なかなか今勝つというのは難しいと思います。さっきも申しあげたけど。 

 ただ、そこの意図を持っているホルダーが手を組むことによって、スクラムを組むこと

によっては、並び立てるんじゃないか。川上さんはゲリラと言ったけれども、ゲリラより

はもうちょっとスクラム組めると良いかなと思うんですけどね。というのが、おそらく日

本的な対忚にならざるを得ないんじゃないかと思うんですね。 

 ではその時に、合わせるっていうか合意というかなあ、スクラムをお互いを理解して組

むのは良いけれども、集約的に、例えばホルダーをまとめて力をつけるというのはちょっ

となかなか違うかなという感じがしますけれども。 

 

【岸】 一忚私の意見も言っておきますと、私も角川会長に近くて、やっぱりコンテンツ

って多様性がすごく大事で、一方で、例えば企業の集約化っていうのは何のためにやるか

って言うと、だいたい共通コストの削減であるとか規模のメリットを追求するっていう観

点になっていますので、やっぱり多様性とは相容れない。ですから、コンテンツの世界は

普通の企業とは違って、中小がたくさんある多様性はすごく良いよねと思っています。 

 ただ、それでプラットフォームとどう対峙するか。これは川上会長がおっしゃっていた

みたいなゲリラ戦法も当然あるし、やっぱり、もう一個は、個別の企業は小さくても、そ

こはみんながちゃんとまとまって団体交渉じゃないですけども、そういうのをやれる体制

を作るっていうのが大事と思っていまして。 

 私は音楽業界に関わって他にいろいろ産業に関わった経験から、まとまりのない業界だ

なってびっくりしたらですね。電子書籍に関わったら、出版業界はもっとまとまりなくて

びっくりしたんですけども（笑）、こういうまとまりがない状況では、やっぱり個別に撃

破されちゃう。ですから、そういう何て言うか個別のビジネスでやる部分は当然多様性が

大事。だから集約化はしなくて良いけども、そういう共通部分、共通インフラ的な交渉す

るような部分に関しては、もうちょっとみんながまとまる体制を作ることで十分補えるの

ではないのかなというふうに思っております。 

 ということで。すみません。だいぶ時間が超過しちゃいましたので、結論もないまま終

わりにしたいと思いますが、最後に一言。 

 今日、私は4 名の方の議論を聞いていまして、ちょっと思い出したんですけれども、ア

メリカのあのロックの大御所、ニールヤングっていう人がですね、1 月に、アメリカのあ

るコンファランスで、デジタルは音楽を悪くしたとかそういうことをいろいろ言っている

んですけど、そこでニールヤングが言ったことですごく印象的だったのが、要は、自分は

レコード会社が好きであると、それでその理由は、やっぱりアーティストを養成する、ア

ーティストをちゃんと世に出てくるように引っ張っていく、そういう機能を持っている。

でも、Apple とかGoogle っていうのはそういう機能を全然持っていない。だから自分はレ

コード会社が好きなんだということを言っておりまして。 

 多分、これってすごく大事な本質。今日、議論にあったようなコンテンツが儲かるプラ

ットフォームじゃありませんけれども、例えば、ニコ動からデビューした歌手は結構いま

して、そういう人に聞いたら、必ずやっぱり彼らはニコ動が好きで、ニコ動の愛があった

から自分がここまで来られたと言うはずで、アメリカでは尐なくともニールヤングみたい
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な大御所は、ネット企業はそういうことをやってない、それはコンテンツ側がやったんだ

というふうにはっきりやってくれているんだと言ってますので、多分日本が今後目指すべ

きは、プラットフォーム側でやっている企業もニールヤングが言ったので言えば、ちゃん

とコンテンツとかアーティストを育ててくれたって言われるくらいのプレーヤーになるこ

とが、実は、一番大事なのかなと改めて感じました。 

 ということで、今日はどうも長時間ありがとうございました。 

 4 名のパネリストの方に拍手をお願いいたします。（拍手） 

  

【司会】 長時間にわたり、コーディネーターの岸先生、そしてパネリストの皆様、大変

ありがとうございました。皆様、今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「大いなるガラパゴス第2弾、日本型の新た

なデジタル市場の開拓に向けて～コンテンツホルダーや権利者はプラットフォームとどう

向き合うか～」を終了いたします。 

 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。皆様どうぞお気をつけて

お帰りください。 


