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【司会】  皆さま、大変長らくお待たせいたしました。ただ今から、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 !今必要とさ

れる日本型の取り組み」でございます。尚、第２部の講演はニコニコ動画の「ニコニコ

生放送」、および Ustream の「UstToday」でライブ配信をさせていただきますので、ご承知

おき下さい。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ので、拍

手でお迎えください。（拍手）  

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させていただきます。

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、株式会社モバイルブック・ジェーピー代表取締役会長の佐々

木隆一様です。（拍手）続きまして、株式会社ニワンゴ代表取締役社長の杉本誠司様です。

（拍手）そして最後に、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、全て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、どうぞよろしくお願いいたします。  

 



【岸】  皆さん、こんにちは。慶應大学の岸でございます。なぜ私がコーディネーター

を依頼されたのか判らないままとりあえず引き受けたんですけれど、これから２時間た

っぷりと、この豪華な４人の皆様と議論をしていきたいというふうに思っています。ち

なみに私、最近人前で話すことが多いんですけれど、大体その場合民主党政権の政策批

判になりまして、今週は事業仕分けの批判ばっかりしているんですけれども、今日はそ

ういうことは一切伏せまして、あくまでこの分野の問題にフォーカスしたいと思ってい

ます。このパネルディスカッションのテーマは「大いなるガラパゴス !今必要とされる日

本型の取り組み」というふうになっております。一体どういったことを議論するか、特

に主催が音楽著作権協会なのに、なぜ電子書籍の話なのかよく分からないという人もい

らっしゃると思いますので、自分もテーマが決まってから依頼されていて、どこまで正

確に問題意識を把握しているかは自信はないんですけれども、自分なりにこういうこと

かなという整理を、最初に簡単に説明させていただきたいと思います。  

それはまさに「大いなるガラパゴス」という言葉に象徴されると思うんですけれども、

よく携帯の端末とかで、ガラ系という言葉がだいぶ一般化しましたけれど、端末につい

ては盛んに議論されている。でもよく考えたらネットを通じて、スマートフォンとか端

末でみんなが楽しむコンテンツ、そのコンテンツの流通という部分の議論は、意外と置

き去りになってしまっているのかなと。このネット、コンテンツの流通経路をコンテン

ツビジネスが流れる場所と考えた場合に、大体レイヤーとして水平に分けると４つぐら

い。一番下に端末がありまして、その上でインフラっていう通信サービス、その上にプ

ラットフォームレイヤーという、まさに情報の一番流通する部分がありまして、一番上

にコンテンツっていうレイヤーがあります。その中でネットが普及して大分時間が経っ

て改めて明らかになったことは、このプラットフォームレイヤーがやっぱり一番大事に

なっているよねと。  

そこで冷静に状況を見ますと、実はアメリカのネット企業、グーグルであるとか、ア

ップルであるとか、そういったところが代表的になるんですけれども、やっぱりそうい

ったところがプラットフォームレイヤーを中心に、垂直統合型のビジネスモデルを展開

することによって、かなり大きな影響力、市場支配力、価格決定権とかを含め、いろん

な力を持ってきたのではないかと。その中で、じゃあ次に考えないといけないことが、

マスメディアとかコンテンツ産業が別にあって、そこでこのネットというのが出てきて、

ネット企業がプラットフォームの事実上支配力を強めていって、垂直統合に入っている



と。そういう垂直統合型のビジネスモデルで、著作物の創造のサイクルをちゃんと維持

できていけるであろうかと。それは著作物、即ち文化になるんですけれども。この著作

物とか文化とかいう世界がちゃんと維持発展されるだろうかと。それは適正な対価がち

ゃんと創作者、権利者に還元されるだろうか、そういう仕組みがちゃんと作れるだろう

かと。  

この点に関して言えば、音楽では日本はそれなりに頑張っている、世界の中でもそれ

なりに頑張っているほうに入っていて、効率的な権利処理システムも大分出来てきまし

たと。著作権情報集中処理機構、これは CDC と言いますけれども、そことかいろんな仕

組みが立ち上がってきて、大分日本独自のモデルができてきたよねと。まさに今この音

楽とかコンテンツの次に今は書籍、電子書籍がすごく盛り上がっています。電子書籍ブ

ームというぐらい盛り上がっている。たぶんこの次、来年にはグーグルテレビ、インタ

ーネットテレビみたいなものが出てきまして、映像の世界でも間違いなく同じ議論がさ

れるだろうと。その中で垂直統合型ビジネスモデルがいいのだろうか、それとももしか

したら水平分業型のビジネスモデルっていうのをもっと推進していく必要があるだろう

か。  

その中で日本独自のモデルっていうのが、できうるのだろうか。それをガラパゴスと

言う人もいるのかもしれない。でもその方が文化の創造のサイクルのためには、本当は

いい可能性があるんではないか。そう考えますと電子書籍は、まさにこれからビジネス

モデルもだんだん確立されていくだろう。そういう中で日本型のビジネスモデルを構築

していくというのも、ある意味で出版文化、これも日本の大事な文化の１つ。ちなみに

私も関心を持って勉強したら、やっぱりすごいなと思ったのが、この出版文化というの

は、ある種、江戸時代から受け継がれてきていた文化で、江戸時代に既に 6000 軒くらい

出版業者、版元、これは木版印刷ですけれどもありました。その中で明治の中期でも年

間数千点くらい出版されて、全国に届けられてきた。この出版文化は、日本は強かった

お蔭で、社会での知の蓄積、個人の知の体系化とか構想化が進んでいった。それで国民

の知的レベルが上がってきたというのがありますので、この出版文化を維持するという

観点からも、電子書籍は、どういったビジネスモデルでどういう形が望ましいのだろう

かというのを考えていくのが、実は来年くるであろうインターネットテレビの議論にも

大事だろうなというふうに思っております。  

そういった観点から、今日は４人のパネラーの皆様に、たくさん意見を言っていただ



きたいと思っているんですけれども。進め方としまして、特に基調講演が電子書籍につ

いてやっていただいたこともありますので、なるべく前半後半に分けまして、前半はま

さにパネラーの皆様、JASRAC の菅原理事長以外は、電子書籍にも関わっておられる方々

ですので、前半はなるべくパネラーの皆様を踏まえた、特に電子書籍に関する議論。そ

の後、後半の方では、皆様に有識者としてのお立場から、より一般論的にネットビジネ

ス、コンテンツビジネスでのビジネスモデルのあり方というのを議論していただきたい

と思っております。  

そういう問題意識で進めたいと思っておりますので、まず最初に自己紹介も兼ねまし

て、パネラーの方からそれぞれから１人５、６分位で、自己紹介と現状認識というのを

ご披露いただきたいというふうに思っております。順番ですけれども、日本らしく年功

序列で、歳の順番でいきたいと思っておりますので、最初にニワンゴ代表取締役社長の

杉本さん。まさに杉本さんはニコニコ動画という、日本初のプラットフォームを運営さ

れているお立場ですので、まず杉本さんのほうからお願いします。  

 

【杉本】  はい、年功序列ということで、私からさせていただくんですけれども、現状

認識というか、今日のテーマの「大いなるガラパゴス」といったところで、ちょっとい

ろいろと考えてはみたんですけれども。その前にニコニコ動画の紹介をしたほうがいい

ですかね。ニコニコ動画を知らない方は、もういないとは思うんですけれども、先立っ

ても 11 月３日に小沢一郎代議士がニコニコ動画を通じて、色々とご自身のご意見を述べ

るということもありまして、我々としても、担当というか現場の人間としても非常に驚

きました。ただ、やっぱりこういった場を通じて、色々な発言がインターネットから発

せられる、あるいはニコニコ動画のようなメディアを通じて発信されるということに対

して、やっぱり時代の流れっていうか、移り変わりというのは、やっている本人として

も非常に強く感じました。  

今後インターネットがいいというわけではないと思うんですけれど、１つの情報が発

信される新しい形というか、あるべき姿という形で、これが取り上げられていくのかな

というふうに思っています。もう１つのトピックスとして、同時期なんですけれども、

今、事業仕分けの後半戦をやっていますけれど、先立って 10 月末に前半戦があったんで

すけども、４日間で延べ 188 万人の方がユニークで閲覧していただくという、数字に関

しても、これもやっぱり我々としても「すごいね」という話を結構現場でしていて、こ



れはなんて言うんでしょう、ユーザーのパワーっていうか、そういった場が求められて

きたのかなということも感じていて、ますますインターネットが特別視されるというよ

りは、その情報の発信の様式であったり、あるいはユーザーインターフェース的なもの

ですね。あるいは編集のされ方、そういった所を含めて、その情報発信のあり方ってい

うのが大分革新の時期に来ているかなと感じています。  

話が変わって今日のテーマの「ガラパゴス」っていう意味に関しても、いろんなとこ

ろで今「ガラパゴス」って話はされているんですけれども、私としてはあまりネガティ

ブなイメージを持っていないというよりは、そもそもその定義があまりちゃんとしてな

いねってことで、あまり釈然としない言葉だなっていうふうに思っているんですね。特

にその日本の「ガラパゴス」の代名詞であるような、ｉモードモデルみたいなものに関

しても、先程岸さんからお話があった通り、そもそも垂直統合型っていうのをしっかり

取り入れて、それをその事業モデルとしっかり事業構想としてしっかりと実現している

っていうのは、そもそもｉモードだと思うんですね。  

それに対して割と最近になって、アップルだったりグーグルというのが、悪い言い方

をすると、それを真似をしているというような意味でもあると思うんですね。そこで多

分彼らが優れているのは、ユーザーインターフェース的に割と世界的に受け入れられや

すいユーザーインターフェースを採用したとか、割とそういうところから入っているの

で、実はその事業構想力に関しては、日本の方が全然長けているんじゃないかなと思っ

ております。ある意味ガラパゴス化してしまったのは、当時の通信の仕様であったり、

ソフトウェアの仕様ですね。こういったところの標準化がまだまだ追い付いてなかった

ので、ガラパゴス化せざるを得なかったというようなのが、どちらかというと結論とし

て後々語られているかなと思っています。  

そういう意味だと、割とその技術革新そのものも、世界的に標準化された今、むしろ

その事業構想力に関しては、日本モデルの方が優れたりするようなことがあるとは当然

思っていますし、そういった意味では、今日のテーマとして割と入ってくる電子書籍的

なものですね、こういったマーケットなんかに関しては下地が結構整った状態で、いろ

んな事業構想が出来る段階に入ってきていると思うんですね。そういう意味だと、これ

まで音楽モデルであったり、あるいは携帯の市場ですね。こういったもので色々経験を

してきた今、さらにワールドワイドに向けて、かなり良いモデルが展開できるんじゃな

いかという期待感もありますし、今日ここに来ておられます角川会長のお話なんか伺っ



ていても、やはり我々からしても、「ああ、なるほどな」ということが結構あります。そ

ういった意味で、日本独自というか、日本発で世界に通ずるような事業モデルっていう

のが、むしろこれからかなり期待できるのかなと。  

最終的には、それを海外の事業者が真似をするというようなことで、また発展するの

かなというふうに思います。そんな感じでちょっと現状認識というか、ガラパゴスの在

り方というか、ガラパゴスの再認識をした上で、敢えて「ガラパゴスという形で、どこ

まで突き抜けられるモデルを作れるのか」というようなことを、今日議論できればと思

いますし、皆さんと一緒に考えていければと思います。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、続きまして、モバイルブック・ジェーピ

ー会長でいらっしゃいます佐々木さんのほうからお願いいたします。  

 

【佐々木】  ただ今ご紹介いただきました佐々木でございます。モバイルブック・ジェ

ーピーという会社は、電子出版流通における、リアルでいう取次店という位置付けにな

りますが、今、四百数十社の出版社様の電子書籍を、約 750 店くらいの電子書店サイト

に取り次いで流通させているわけでございます。このモデルというのは、元々はネット

なので、当初は出版社と書店サイトが直接配信契約していたわけですけど、やはり電子

出版流通でも、その効率を追求すると、契約や配信コスト等を考えますと、Ｎ対１対Ｎ

の関係を構築することによって、その流通に伴う契約・配信・管理コストを著しく軽減

できるわけですね。アメリカモデルというのは、流通からデバイスまで全部１社でやっ

てしまうので、非常に効率がいいわけですけど、排他的独占的に市場を支配するモデル

です。日本市場のような色々な関係企業がフラットに繋がっていくネット市場形成モデ

ルの場合、いわゆるウェブ的な発想でいうと、どこかで一にすることによって、グロー

バルな垂直統合型の配信企業に対抗できる効率性を担保できるということで、これは私

は日本独自の知恵じゃないかと思っております。  

元々ネット社会では、２つのタイプがあって、グーグルやアマゾンやアップルが、成

功例でございますけれど、1 社単独で非常に巨大なグローバルなネットワークを作って、

その力で事業をしているという事と、それからいわゆるウェブですから、何万という企

業がそれぞれ繋がって、有機的にビジネスをやっていくという、こういう水平型のモデ

ルと両方成り立つんですね。日本の場合は、音楽の場合に、元々 1996 年ですけど日本で



も音楽配信が始まったのですが、その段階で有料で音楽配信やっている企業は世界でも

ほとんど無くて、むしろ日本が世界でも早い、初めてかどうか分かりませんが、有料で

音楽配信を始めたんですが、やはりウェブの特性を生かしきれなくて、その時は日本で

は音楽配信は成功しなかったわけですね。  

ご承知の通りアップルが、配信サービスと再生デバイス（ ipod）を本格的に垂直統合

モデルで参入して、音楽配信サービスを若者の心を掴んで発展させたわけです。  

一方日本では先程のガラパゴスの話じゃないですけれど、ドコモのｉモード・サービ

スが垂直統合といわゆる水平分業のいいところをうまくシステム化しまして、コンテン

ツホルダーにｉモードのプラットフォームを解放したということで、たくさんの配信事

業者がそこに参入することで、音楽配信も世界でもトップクラスの規模に広がったわけ

です。そのプラットフォームを使って、ご承知の通りコミックや小説の配信も 2000 年位

から始まるわけですけれど、今後日本は、アメリカ型のグローバルな垂直統合モデルを

模倣するのではなくて、あくまでも日本流の取り組みによって、新しいウェブのノウハ

ウ、それからネット・マーケティングとか、日本独自のコンテンツ・ノウハウとかビジ

ネスモデルを構築して、それを世界に発信していくという独自のスタンスが求められて

いるし、それが日本の知恵じゃないかというふうに思っております。  

そういう意味で、 CDC 著作権情報集中処理機構が、世界で初めて作られたのは日本で

すけれど、こういう基本インフラを権利者と配信事業者が共同で作っていこうというシ

ステムを持てるというのは日本の強みであると思います。  

電子出版配信でもアメリカの垂直統合モデルの日本進出が迫っていますが、日本の電

子出版業界でも日本型の水平分業モデルへの取り組みが始まっておりまして、流通に必

要なコンテンツ ID の推進であるとか、書誌情報の共通化であるとか、交換フォーマット

の標準化であるとか、そういったプロジェクトが動き出しております。これによって、

規模の大小を問わず市場に参入しやすい環境が担保されるということで、日本型のビジ

ネスモデルが、これから成長していく足掛かりになるんじゃないかなというふうに期待

しておりまして、私の現状認識を述べさせていただきました。  

 

【岸】  どうもありがとうございます。では続きまして、角川グループホールディング

スの会長、角川会長。まさにコンテンツを出している側、コンテンツレイヤーの側の代

表としてお願いいたします。  



【角川】  それでは、プレゼンテーションを、画像を使ってご案内します。  

アマゾンからキンドルが出た時にも驚いたんですけれども、やっぱりアップルのｉ Pad

の登場には本当に驚きました。出版業界がどうなるんだろう。極端に言えば、グーテン

ベルクの印刷機械以来 500 年、その惰眠を貪ったとは決して言いませんけども、目が覚

まされたという感じがします。  

しかしながら５月 28 日にｉ Pad が出てから、３ヵ月、６ヵ月と経ってまいりますと、

それなりの冷静な分析ができるようになってきました。私はこのアマゾンと、それから

アップルでは相当性格が違うことが判ってきました。キンドルの方は 500 年の時代を経

て新しく生まれたと言っても、ある面では活字によるリアルな書籍のサイマルといった

要素もございます。一方でｉ Pad というのは、本当に多機能機で、電子書籍と言いなが

ら出版に限定出来るような端末ではないと。音楽、映画、ゲームをこの端末で楽しむこ

とができる、そういう多機能の中での１つとして、電子書籍が入っているとそういうふ

うに感じます。  

そういうコンテンツが出版のみならず、角川で言えば映画もやっておりますので映画、

あるいはゲームというものを、この端末であるｉ Pad がバンドルして提供出来るといっ

た点で、私はこういう画を描いてみたわけです。これはｉ Pad が登場する前に、このコ

ンテンツがクラウドサーバーで、「知の管理倉庫」と言っていいと思いますけれども、こ

の倉庫の中で、繰り返しになりますけれども出版から映画、コミック全てが管理されて

いて、そこから端末に引き出すという画を想定いたしました。こうなるんではないかと

いうふうに思ったわけです。例えば『時をかける少女』という筒井康隆さんの小説をモ

デルに例で挙げますと、元々小説であった『時をかける少女』がコミックになったり、

そして一昨年には、細田守監督の手によってアニメ『時をかける少女』ができました。

当時の一年間のあらゆる映画祭のアニメ部門を独占したような、大きな評判を取ること

ができました。ちょっと古くなりますと、原田知世さんの実写映画、懐かしい『時をか

ける少女』。こういった形で角川的に言うと、「メディアミックス」というふうに言って

いたんですけど、こういうのが 1 と 0 のデジタルマスター化されている。それがクラウ

ドサーバーに管理されていて、そしてユーザーは端末を選ばないで、その映画を観た人

が本に行ける、本を見た人が実写映画に行ける、音楽に行ける、こういうことを想定し

たわけです。  

しかしながら、ｉ Pad が登場しますともう１つの可能性を感じたわけです。これはバ



ンドルではなくて、「融合」ではないかといったイメージです。ｉ Pad がトリガーになっ

て、コンテンツ業界に与える衝撃ということで、そのコンテンツの融合が、媒体の垣根

を越えてもう１つのコンテンツになる、新しいコンテンツが生まれるのではないかとい

うふうに想定しています。つまり書籍であるのか、アニメであるのか、映画であるのか、

そういったものが融合したコンテンツがここから生まれてくるのではないかと思います。 

先週、秋葉原エンタテインメント祭り、秋葉エンタマっていうイベントがあって、そ

こで関西の神戸芸術工科大学の生徒さんが作ったコンテンツでは、まず劇画がｉ Pad で

提供されて、その劇画を触ると動きます。劇画っていうのはコマ割りです。そのコマ割

りの、例えば次のシーンにいく間の、例えばボクシングの『あしたのジョー』でいうと、

打たれた瞬間にマウスピースが飛んで、次のところでは仰け反っているその間劇画では、

ストップモーションで止まっているわけですね、ところがそれを学生諸君が作ったもの

でいくと、その次のステップにいく間に、ずっと絵が出てくるんですね。アニメでちゃ

んとそれを補ってくれているんですね。ということは、これはもうコミックなのかアニ

メなのかなと。まあご存じのように、コミックにはコミックの著作権があるし、アニメ

にはアニメの動画としての著作権があるわけですけれども、そういうものを超えてしま

った、どっちの著作権で考えたらいいの、みたいな。そういう新しい「著作物」を提案

されたわけです。  

今、小説の世界でも、ライトノベルという新しい分野が生まれて、小説なのか、アニ

メなのか、コミックなのか。それがそのライトノベルズという表現をされているんです

けれども、これはある面では非常に今日的な媒体になって、書店に行ってもライトノベ

ルズが店頭の大きな部分を占めるような展示になっております。私はこのライトノベル

ズも、一種の日本の新しいサブカルチャーだと思っていたんですけれども、ｉ Pad って

いうのは、新たなサブカルチャー文化、言ってみれば新たな秋葉原的コンテンツの可能

性を示しているというふうに思いました。そういう点では、私はｉ Pad という機械的な

技術革新が新たなコンテンツの創造を予感させると思いました。  

それで私は大仮説を立ててみました。これは、出版社はネット化する。出版社はソー

シャル化する。そして編集者の力、ということなんです。これは伝統的な出版社の人か

ら言うと、何を言うのかと言われると思いますけれど、私は出版社だけではなくて、今

あらゆる産業界がネットに繋がっていかないと生きていけないんじゃないかと。全ての

産業がネット化する、そしてその中で出版社もまたネット化する、そんな言い方をして



もいいんじゃないかと思います。そしてもう１つは、やはり出版社はもうソーシャル化

していくんではないかと。そのソーシャル化ということになりますと、その例として『魔

法の i らんど』というのが角川グループにあります。この『魔法の i らんど』は、モバ

イルから生まれた携帯小説という世界ですけれども、このボリュームは、月間ページビ

ューが 35 億、月間ユニークユーザーも 600 万人とけたたましいモバイルユーザーが繋が

っています。  

累計投稿作品が 180 万タイトルということですので、これが例えば１人のモバイルに

おける新人作家と言っていいと思うんですけれども、この人が３作品を書いたとすると、

毎年 60 万人もの新しい著作権者が生まれているということになります。このｉモードの

特徴というのは、ユーザーが作家であり、作家がユーザーであるというところが面白い

んです。しかもこの『魔法の i らんど』のコアユーザーは、中学生と高校生の女の子と

いうことです。女性が 88.7％で、男性が 10％ということですから、全く中学生と高校生

の女の子がユーザーであり、読者であり、そしてほとんどその人たちが作家でもあると

いうことであります。こういう新しい CGM というんですか、読者が作家であるというと

ころに、問題としては著作権者としてのアナログ的な契約関係が成立するかとか、いろ

んな問題が、今実は起こっております。  

そこで私の最後の問題提起として、この紙の本とキンドルとｉ Pad というのを横軸に

置きます。紙の本は本棚にリアルに存在している。キンドルは著作権が流動化していく。

そしてｉ Pad は他のコンテンツと一体化して融合化していく紙の本は私は「知識」だな

と思っております。それからどうもキンドルやｉ Pad で提供されるものは「情報」的だ

なと思っているんですね。知識っていうのはストック的、それから情報というのは流動

的フロー的だと。先程から「知」という言葉が岸先生からも出ていらっしゃいましたけ

れども、私は「知」というのは、知識と情報という２つの世界から成り立っていると思

っています。そういう点では「知」の世界が、紙の本では知識という形で固定的に置か

れていて、そしてキンドルやｉ Pad では、情報として流動的に存在していると、こんな

ふうな分析をしたいと思います。  

そうすると著作権法でも、現在の著作権法は二次元的著作権法です。一元的というの

は、明治の 1988 年に制定された旧著作権法は、複製権についてはほとんど現実的に考え

ていませんでしたので、これは一次元的だなと。それで新著作権法が、1970 年に成立し

ますけれども、この時はまだ家庭にホームビデオが普及してない時、放送局にはもう既



に業務用のがありましたけれども、ソニーから、あるいはビクターから出てくるのは、

1975 年ですから、そういう点では、今の著作権法は複製権の著作権法。文字通りコピー

ライトと言っていいと思うんですけれども、この著作権法でいくと、二次元的著作権法

だと。このネットが普及した結果生まれてくるキンドルやｉ Pad は、三次元的著作権法

じゃないかなと思ったわけです。  

そこで私はネット法を成立させたらということを考えたんです。この三次元的ネット

の世界でも、著作権が有効に働いて欲しいから、ネット法の新設を言ったんですね。古

い方はご存じだと思いますけれども、1970 年頃の新著作権法が生まれた頃は、実際には

著作権法というものは、ほとんど実効性がなかったんです。当時日本っていうのは、世

界の海賊版の巣窟と言われていて、現在のアジアの某国のように言われていたわけです

けれども、その中で著作権法がだんだん有効になってまいります。今はネットの中で、

著作権法が非常にないがしろにされているということが問題なんであって、ネットの中

でも著作権法は有効に働くべきだと。そのためにネット法が必要なんじゃないかという

問題意識を持っているわけです。そういうふうな形で、少し私の話が長くなりましたの

で、問題提起としてここで終わりたいと思います。  

 

【岸】  はい、どうもありがとうございます。では、最後に JASRAC 菅原理事長の方か

ら問題意識の提示をお願いいたします。  

 

【菅原】  菅原でございます。今、色々最初の問題提起をいただいているところですけ

れども、ネットの話っていうのは毎年やっているような気がするんです。５年、10 年前

を思い起こすとそのころの議論でよくあった、 B to C、あるいは C to C なんてことが結

構言われていましたよね。最近全く見なくなっちゃいました。従前の流通とは違うとい

うことでそういうことがあるんでしょうけれど、全く従前と変わらずに、また絶対に動

かない部分というのは、著作物であり情報であり、受けるのは、 C 個人であることは絶

対間違いないですね。  

次は、その提供の方法ということですけれども、従前であっても B to B to B to C

くらいだったわけですね。そこがいきなり飛べるかどうかということではあったと思う

んです。最近の流れを見て行きますと、それぞれ冒頭、岸先生からもあった分業も含め

てどう見ていくかということになると、やはりその世界というのは B to B to もう１個



くらい入るかどうかで、 C というのは、実は変わってないですね。例えばその著作権の

手続き、ルールであるとか、そこの仕組みというものを考えてみると、最後の C との間

でどうするかということではなくて、間の B と B の間でどうしているかということに、

だんだん整備され集約されてきたんではないかと思うところがあります。  

ただ既存のものに比べると、個人個人がネットの間を自由に動けるということがある

わけですから、そこをどう考えていくかということであって、やはりビジネスというこ

とを考えていくと、 B to B なんだろうということです。２年ぐらい前からニコ動さんと

も契約しているんだけども、あの考え方というのは、要するにプラットフォームとの間

で B to B のライセンスをするということで、その中の C の活動というのは、何というか

プラットフォームの枠があれば、その分は自由にしてもらうということなんですね。ど

んどんそのような方向に行っているのかなと。それでますます多様化すると言いながら、

そういう発想を持つと、実はそんなに難しい話でもないような気もします。  

というところが１つあって、５年前、10 年前にはこういう議論は多分無かったでしょ

うし、これは体験の上から出てきたことだろうというふうに思っています。それともう

１つは、例えばこの今の市場のお話なんかにしても、いわゆるビジネスのそこの部分だ

けの議論というのはいつもされますし、私もしているんですけれど、実はそこをちゃん

と成り立たせる上で何が必要かというと、そのバックヤードにある様々な処理なんです

ね。事務的な処理なんです。先程佐々木さんのほうからも、 CDC 等のお話もあったんで

すが、例えば今 JASRAC に音楽配信の報告というのが、遂に最近では１ヵ月で２億データ

というところまできています。減らないです。大体報告の単位、四半期ぐらいずつで３

千万から４千万増えていっています。これはこの先もどんどん増えていくでしょう。じ

ゃあそれをどのように処理していくのか、という時にいろんな関わるビジネスの中では、

キャリアのラインから入って、プラットフォーム、コンテンツブロバイダー、それで権

利者っていうのがあるにしても、そこの間の処理データの共有というのは絶対必要です

し、大元の著作物等に係わる情報の整備ですね。そういうものが出来ていかないと、実

はうまく動かないんです。  

例えばグーグルブックが、今あれはどうなっちゃったんだろう、集団訴訟になった時

に、60 億ぐらい出すから、あとそっちでシェアのクリアリングハウスを作ればという話

だったんですけれど実行されてないですね。日本は、そこを今、作り上げようとしてい

る。それが出来たうえでの展開になると、後々のところが非常にスムーズになるわけで



すし、恐らく将来も、両方同じように続いていくと考えれば、将来的には間違いなく日

本型のほうが大きく発展するんじゃないかというふうに思っています。それは正にもう

10 年経ちましたかね。音楽の配信が始まって、そこの処理というものに係わってきた体

験からきていることであって、今日の特別講演も含めて、これから電子書籍というもの

が日本で議論されるときに、やはりそういう音楽の体験、日本のネットビジネスという

ふうに見ますと音楽が先行して、それなりの市場ができてきたわけですけれども、そこ

は是非見ていただきたい。  

さらにそれがプラスだけではないんですね。負の部分もあるわけです。そうしますと

その負の部分も予め見えているとすれば、それを超える形で組んでいただくということ

が、恐らく関わる人全体がハッピーになることでしょうし、またそこでもし解決策が見

えるとすると、音楽もそれを倣って、戻って今抱えている負の問題の解消にもいくんじ

ゃないかというふうに思っています。ということもあって、音楽に限らず今日はそうい

うお話をしているということでございますので、またこの後の議論を楽しみにしたいと

思います。  

 

【岸】  はい、ありがとうございます。あとはこの４人はよくしゃべる方ばかりですか

ら、勝手に議論してもらうのが一番いいんですけども、敢えて最初に一番分かりやすい

問題提起、電子書籍でやっちゃいますと、電子書籍に関しては、今アメリカもすごく盛

り上がっていまして、アメリカは基本的にアマゾンとアップル、それぞれ垂直統合型モ

デルをやってそこが一番伸びている。日本は端末で専用端末という意味では iPad だけで

して、これからシャープのガラパゴスとか、後はサムソンのギャラクシーとかソニーの

リーダーとか、出てきてだんだん充実してくる。一方、電子書店は大分出来てきて、コ

ンテンツはまだコミックとかが中心の部分もありますけども大分増えている。そういう

意味で言えば、既に日本は垂直統合と違うように行っている感もあるんですけれども、

コンテンツ側から見て、角川会長、本来一番望ましい電子書籍のビジネスモデルという

のは、垂直か水平かで、極端に割り切る気はないんですけども、どういう形が一番この

著作物の創造を続けるって観点から望ましいんでしょうか。  

 

【角川】  私は電子書籍のプラットフォームっていうのは、電子書籍そのものを、一種

の星と例えたいんですね。知の宇宙に広がっている星の１つだと。今はまだ電子書籍が



デジタル化されたものは少ないですから、ちょっと違うと思う人もいるかもしれません。

知の宇宙の夜に、一生懸命輝こうとしている星だと思うんです。そうするとその星はネ

ットでリンクされているんですけれども、でも実際にその星の方から見れば、自分を読

んでもらいたいと思った時のユーザーは、非常に心許無いと思うんですね。リンクはさ

れているんだけど、自分が見てもらいたい、読んでもらいたいと思ってる割には、ユー

ザーは見てくれない。そういう環境が３年か５年のうちに生まれるんだと思うんです。

今年はなにしろ話題の年でしたから、作家が「私の本をその新刊を電子書籍にしました」

って言えば、すぐにそれは大きな反応になって、新聞とかテレビに取り上げられました

けれど、もう来年の後半ぐらいにはそういう話題はほとんど取り上げられなくなるだろ

うと思うんです。  

その時には今話題になっている電子書籍用のプレーヤーの人たちが、具体的に提案し

始めて、そのビジネスモデルが、今先生がおっしゃった通り垂直型のビジネスモデルな

のか、水平型のビジネスモデルなのかということになってくるんだと思います。そうい

う中で、知の多様性って言うんですか、文化の多様性って言うんですか、そいうことを

考えると、敢えてプラットフォームっていうのは多彩であっていいと思います。私のと

ころみたいな、ちょっとサブカルチャー系が強いプラットフォームは、「うちはプラット

フォームは秋葉原的だぞ」と言えばいいんであって、もちろんエスタブリッシュ系の、

非常に論理的で学問的なサイトもあってもいいし、それからもっともっと砕けたものも

あってもいい。それが望ましいのが、そういうプラットフォームの多様性を存続させる

ために、実は政策が必要なんじゃないかと思うくらいなんですね。それが、日本的なも

のであるっていうふうに思います。  

 

【岸】  なるほど、分かりました。因みに今の意見に対して、あの杉本さん。  

 

【杉本】はい。  

 

【岸】  ニコ動も電子書籍、角川さんと組んで色々やるんですよね。  

 

【杉本】はい。  

 



【岸】  それはどういう形のモデル目指していらっしゃるんですか。  

 

【杉本】  まだ発表してないことが色々多いんですけれども。というか出来ないことも

まだまだ多いんですけれども、ただそのビジネスモデルの話をする以前に、やっぱりプ

ロダクトというか、「サービスとしてどうあるべきか」みたいなところを、しっかりと議

論していかなければいけないのかなというふうに思っています。どんなにビジネスモデ

ルを水平なり垂直なりに整備したとしても、結局そこで使われる環境なりユーザーがし

っかりそのサービスに向いていないと、まだ駄目だと思うんですよね。ですから電子書

籍なんかも、なんて言うんでしょうね、ネットで使われるというのを前提とした時に、

書籍っていう言葉がそのままマッチする状態がいいのか悪いのか、みたいなところから

も議論されなきゃいけないですし、先程これが始まる前に、角川会長とちょっと話をし

た時に、僕がちょっと話したのは、「電子書籍って言葉が何となく僕ちょっと違和感ある

んですけど」って話をさせていただいていて。  

音楽の場合には、アナログからずうっと変遷を辿って、デジタルが主になってきてい

ますよね。ただ音楽に関しては、アナログミュージック、デジタルミュージックとか電

子音楽っていう言い方は全然してなくってですね、要はデバイスとか環境は全然変わっ

ているんですけれども、音楽は音楽として楽しんでいます。ただその楽しむシチュエー

ションっていうのは、アナログとデジタルというので結構変わっていたりするので、結

構その辺があまり言葉として意識していない状態で、どういうユーザーインターフェー

スで、あるいはシチュエーションで楽しまれるかっていうことがしっかり考えられるべ

きじゃないかというふうには思っているんですね。  

そういう意味だと、電子書籍に関しては電子書籍って言葉がちょっと先走りし過ぎて

ですね、インターネット上あるいは電子デバイス上で、本来の書籍の形っていうのを、

印刷物としての形を、どれだけ正確に再現するかみたいな議論っていうのが、割と結構

されていて、そこは楽しむシュチュエーションとしては正しい側面ももちろんあるとは

思うんですけれども、やはりネットで楽しむ、あるいはデジタルで楽しむっていった時

には、違うエッセンスが当然入って然るべきだと思うんですね。そこに関しては、角川

会長とニコニコ動画っていうのは正に共感して、当然 BOOK☆ WALKER 上では、本来のデジ

タル出版っていうか書籍を電子化した状態として、再現性を高めるというのが１つある

と思うんですね。  



ただ先の目的ですね。例えば書籍を読みます。その知識をあるいは情報を得たものっ

ていうのを、それをどう使っているのか、あるいは書籍そのものをどういうふうに使っ

ているのかというリアルの体験にした時には、例えば友達のコミュニケーションの要素

にしているケースっていうのが多々あると思うんですね。友達に書籍を貸したり、その

内容を話したり、あるいは貸し合ったり見せ合ったりみたいなところもあると思います。

ですから、そういういわゆるコミュニケーションに繋がる部分っていうのは、電子の世

界だからこそ、サービスあるいはプロダクトの一環として、形としてあるべきだと思っ

ています。  

そういう意味で、BOOK☆ WALKER で購入された書籍的なコンテンツですね。「書籍的な」

と言っています。書籍的なコンテンツというのを、ニコニコ動画の中で目的とされてい

るコミュニケーションの要素として、その書籍を使ってみるっていうような、そういう

使われ方っていうのを、連携した形でやっていくということで、正に電子書籍が電子書

籍っていう言葉を離れて、何という言葉になるかちょっと分からないんですけども、「ネ

ットの新しいサービス」っていうような形になっていくのかなと。先程、角川会長が紹

介していただいた、ボクシングで動きがあるというみたいなのも、１つの在り方だと思

うんですね。それってもう書籍っていうのを離れて、いわゆる現状僕らが使っている言

葉とアニメーションっていうのに置き換えられちゃうんですけれども、もしかしたらア

ニメでもないかもしれない。ですからその中間的な、あるいはハイブリットなものに対

する呼び名っていうのが、もしかしたらこれから必要になってきて、それがしっかりと

定着することによって、この文化そのものが定着していくし、それに対して初めて垂直

統合だったりとか、水平分業みたいなものがパチッと入ってきて、しっかりとしたビジ

ネスモデルに展開するのかなっていうふうに思ってはいます。  

 

【岸】  なるほど。今、ご両名の意見を踏まえて、佐々木さんどう思われますか。つま

り佐々木さんは長くこの電子書籍の世界に関わっていらして、講演された北島常務もや

ってらっしゃる電子出版制作・流通協議会にも関わってらっしゃいますけれども、こう

いったお２人がおっしゃられた姿って、ある意味ですごく正しい方向性、これはもう当

然なんですけれども、それをちゃんと実現できるように今動いているのかっていうのは

どうなんでしょうか、業界としては。  

 



【佐々木】  そうですね、元々ネットにおけるコンテンツサービス自身というのは、従

来のリアル・ビジネスモデルの欠点や問題点の解決の可能性があるので、みんな注目し

ているわけですね。私もかなり昔に出版社を経営していて、毎月大量の返品が来て、社

長自ら倉庫行って整理したりするわけですね。  

大量生産大量販売のメリットっていうのはあるんですけど、じゃあそれがちゃんとユ

ーザーに届くかといったら、届かないんですよ。先程の北島常務の話にもありましたけ

ど、３割から 4 割書店に並ばないで戻ってきちゃうみたいな。そういう流通上の問題が

あるわけですね。やっぱり今後コンテンツサービス、コンテンツビジネスっていうのは、

ネット社会の中で、ネット・ネイティブに対して、どういうふうに効率的に創作者の作

品を届けるかというところがポイントにあるわけなので、届け方がどうかっていうこと

だと思うんですね。  

そういう意味で、私は元々ネット社会が進化する中で、出版界もネット社会に適応し

なきゃいけない。音楽も、もちろん適応してきてまだ充分適応しきっていないんですけ

ど（笑）、その中で今回こういった日本中で電子出版問題が騒がれているのは、１つはグ

ローバル企業がネット社会の覇者ですよね。グローバルな覇者なんですけど、当然その

我々の日本語っていう日本の文化とか日本語っていう言語をベースにした、知の伝達や

産業を海外企業の海外にあるサーバーに依存して、課金からユーザー情報から全ての情

報が海外にあって、日本はただの売り場の店頭にすぎないわけですね。やっぱりこうい

うことで、日本の文化とか日本そのものの知の資産を、きちんと今後も商業的に発展さ

せることができるのかどうかっていうような問題点があって、それでグローバル企業が、

日本に勢揃いする前に（笑）、出版界を含めて、我々事業者も一緒になって、より効率の

いい日本モデルを構築しないと、全て海外に依存という社会は良くないっていうのが１

つあります。それでアメリカ型の垂直統合モデルっていうのは、アメリカだから成り立

っているビジネスモデルなので、そういった意味では日本は農耕民族ですし、非常に村

社会という伝統があって、ある程度まとまるまでは大変なんですけど、私も長年菅原さ

んとずうっとやり取りしてきましたけど（笑）、まとまると利害を超えてもう本当に一体

になってね、権利者と利用者が一体になっていくっていう、すごく海外では考えられな

い環境が、日本は構築できるんですね。やっぱりこういう日本の特性を活かしたプラッ

トフォームを作ることによって、日本の文化が保たれるんじゃないかなと。それが私は

水平分業っていう形だろうというふうに考えています。  



【岸】  敢えて突っ込みますと、日本の特性を活かしたプラットフォームって具体的に

どういったものになるんですかね。  

 

【佐々木】  そうですね一番重要なのは、クリエーターや出版社が、どういう商品をど

ういう価格で、どういうふうに出していくのかという決定権を持っていることが必要で

すよね。  

 

【岸】  なるほど。  

 

【佐々木】  例えばこの中にもご承知の方は多いと思いますけれど、じゃあ AppStore

にやる時に、契約から何から全部向こうのひな型にただサインするだけで一切の修正認

められませんし、何かあったって言っても、監査に行くわけにもいかないし、何か問題

があって裁判するっていうと、カルフォルニアへ行かなきゃいけないみたいな、もう全

てそういうことなんですね。だからやっぱり個人レベルの小さい事業者も、平等にネッ

トの中でビジネスができるっていう、そういうものを社会全体で提供していくっていう

仕組み、それが日本型だと思うんです。  

 

【岸】  なるほど、確かにアメリカでは大分価格決定権は出版社側に行ったんですけど

も、やっぱりユーザー情報とかはプラットフォームから出てないっていうのはあります

から、そういう点なんすね。そこは角川会長どう思われます。逆に角川会長って、アッ

プルとかアマゾン、好きですか、嫌いですか。  

 

【角川】  そういう短絡的質問には答えないように（笑）、したいと思いますけども。

まあ僕はグーグルやアップルに負けたくない、日本の産業界に頑張ってもらいたいです

よね。それはもう強烈に思うんです。ですからまず僕は日本人ですから、やっぱり日本

の産業人に覚醒してもらいたいと。今、ちょっと惰眠をむさぼっているんじゃないかと

いうふうに思います。そのために電子書籍っていう黒船が出てきたのであれば、それは

それとして良かったんじゃないかなあと１つまず思います。それからｉ Pad のビジネス

モデルとかいうものは、やっぱり今佐々木さんからお話があった通り、全く同感です。

ですからそういった点では、今度の電子書籍ブームの中で、問題点をきちっと指摘して、



やっぱり出版社が、これも先生がおっしゃった通り、顧客のデータベースを持たなくて

はいけないと。逆に言えば、顧客のデータベースを提供出来ないような事業者とは、コ

ンテンツホルダーの角川グループはあまり付き合いたくないなと思いますね。  

 

【岸】  なるほど。  

 

【角川】  それは何故かというと、これも先程杉本さんがおっしゃった通り、これから

はもう１つのコンテンツがどんどん変容していった時に、例えば１つの小説に新しい要

素をまた入れ込むと、話がまた面白くなっていくというふうなゲームブックの発展系み

たいなものを想定した時に、追加する物語って、出版社はどうしたら読んだ読者に送り

届けられるのっていうと、今のアップルの契約じゃ出来ないんですね。  

 

【岸】  はい。  

 

【角川】  ですからそういうコンテンツの自由さってものですか、それを確保できるよ

うな事業者と組みたいなというふうに思います。そこが大事なことだと思いますし。そ

れからさらに言えば、アップルにソーシャルゲームとして提供した個人はまだいいんで

しょうけども、事業者で利益を得たっていう人は余り聞かないんですね。そこが大きな

問題じゃないかと。つまり垂直統合の中で、コストをかけたコンテンツっていうものが

やっぱりきちっとした回収ができないと、コンテンツ事業者っていうのが育たない。育

たないってことは、結果としてクリエーターが育たない。クリエーターが育たないって

いうことは、文化が育たない。そういうことになっていくと思うんですね。  

 

【岸】  はい。  

 

【角川】  ですからそういう面では、ニワトリが先か卵が先かって言ったら、やっぱり

卵を産めるニワトリを大事にしてもらいたいと。それでコンテンツ事業者に、きちっと

した収益を還元して、それによってコンテンツ産業が文字通り陽の当たる産業になって

いくような事業モデルを是非考えてもらいたいというのが希望です。  

 



【岸】  なるほど。そういう意味でやっぱり書籍の世界はよりネットと関わっていくと

いう意味では、音楽はネットとの関わりというのが先輩の立場に位置するわけで、菅原

理事長、先程最初の問題提起の部分で、まさに音楽での経験を生かすべき。それは正の

部分あれば負の部分もあると言いましたけれども、まさに今までの 10 年位、音楽がネッ

トと関わってきた経験で、そこで当然いろんな形で権利者になるだけ還元されるように

やってきたんですけど、その正負両方の経験、具体的にお話いただければと思うんです

けれども。  

 

【菅原】 そうですね。これも前お話したけれど、10 年以上前は佐々木さんと灰皿を投

げ合った仲であります。今そこが一緒に次の展開に向かっていこうということで、また

日本型での音楽の配信の場ができてきたということがあると思うんですね。それで例え

ばちょっと先程の正負の前にもう１つお話ししたいのは、日本は日本のルールとしての

権利処理、あるいは報告の処理っていうのをやっているわけですけども、大体それに対

して頭を抱えるのは、外国の企業の日本支社の人なんです。  

 

【岸】  ふんふん。  

 

【菅原】  つまり彼らは彼ら独自の判断と言いますか、そこの範囲だけで「これでいい

だろう」っていうような、例えば報告の仕方をしてくるわけですね。それは日本じゃ違

うと。しかも日本じゃ既に音楽を使う配信事業者が千社を超え１万を超えるサービスが

あった時に、「みんなやっているのにあんただけいいっていうふうにはならないよ」とい

う話があるんですけども、日本の支社の人は、それが分かっていれば分かっているほど

悩むんですね。つまり JASRAC から言われました。じゃあそれをどう実現しようかと思う

と、本国に帰って相当のネゴが必要なようなんですね。それでもう１つは同じような話

で言うと、例えば杉本さんのところでも、例えば動画の投稿の上での権利者の問題にど

う対応していきましょうかと、色々もう努力されて実現されてきているわけですね。じ

ゃあ一番大きいユーなんとかってところはどこまでできているかって、そこまでは行き

きってないですよね。これはまあ繰り返しそういうことも要請しているんですけども、

やはり日本の要請というものと、彼らは彼らなりもう自分達のプラットフォームで、「自

分のものだからそれに合わせりゃいいじゃないか」というところの違いがあって、そこ



のギャップはもう既にあるんですね。そういう意味でも、日本型ってすごく感ずるとこ

ろはあります。  

例えば音楽、先程の正負というところで言いますと、正の部分で言えばやはり新しい

マーケット。個人個人が接触できる場ができ、それから今までですと CD なんかにしても

廃盤っていうことがあったわけですから、聴きたいと思った時に曲がもう世の中に出て

ないってことがあったんですね。それがネットになりますと、廃盤ってことはありませ

んから、まあ管理は大変なんですけども、どっかにはあるでしょう。品揃えがされてい

るということになると、探していって極めてレアな曲についても、１人１人が接触する

ことができる。これはまさに一番大きなプラスのところじゃないかって思います。      

一方のマイナスの部分で、やはり一番感じるのは、これは少しモラルも含めた部分に

なるんですけれど、あんまりにもコピーが簡単に自由にできてしまうことによる、正規

の流れの中で入手しようとしない、というのが今あるわけですね。違法なその利用の問

題っていうのは色々あるわけですけれども、権利者が一番怖いのが P2 P で１回出てしま

うとそれが回収もできない。既に映像も出始めています。かなり出てきています。それ

が例えば電子書籍にこれから入っていった時に、どういうフォーマットでどういうコン

トロールかけるかっていうのは色々検討があるんでしょうけれども、これも１回出てし

まったら、音楽と同じで回収できないですね。そこの負の部分って言いますか、それが

どんどん広がっていくっていうことになった時に、正規の市場と両方あった時に、どう

正規の方でそこを守っていけるか。それからもう１つは権利者とすると、マイナスの部

分とどう対応していくかと。これはお金を産まない対策ですから。  

と言っても例えば JASRAC の場合でも、毎日毎日少しずつでも、ずうっと続けています

けれども、そこの最終的社会的コストっていうのは、大変大きなものになると思うんで

すね。ですからそういうものを事前にどう関係者で整理できるか。そのためには単に配

信する人と権利者、コンテンツホルダーだけじゃなくて、プラットフォームであったり、

さらに基盤のキャリアも含めて、一緒にそこをやっていかなきゃいけないんだろうとい

うふうに思います。  

 

【岸】  なるほど。佐々木さん、この電子書籍の世界では、まさに菅原さんがおっしゃ

ったようにバックヤードの実務処理。これは権利処理であるとか、音楽ならば JASRAC

が色々できた部分があると思うんですけれども、書籍側ではそういう体制は大分できて



いるんでしょうか。  

 

【佐々木】  そうですね、まず取次店、先程モバイルブックのビジネスモデルをちょっ

と説明させていただきましたけれど、ご承知の通りネット配信するには、元々のデジタ

ルのマスターとそれから配信するマスターが要るんですね。要するに配信するマスター

って何かというと、デバイスごとにちょっとしたローカライズしなきゃいけない。例え

ば同じ携帯でも、ドコモと au とソフトバンクでちょっと違ったりするので、ファイルの

数がどんどん増えるんですね。昔、そのモバイルブック・ジェイピーが無い時代は、そ

の出版社さんが配信会社さんにデーターをお渡していて、配信マスターが拡散していた

んですね。一旦拡散すると「返してね」って言っても、本当に返ったかどうか分からな

いじゃないですか（笑）。デジタルですからね。オリジナルもコピーも関係ないですから。

モバイルブック・ジェイピーでは、ダウンロードサーバーという、配信のための統合サ

ーバーを作りまして、電子書店のウェブから、ユーザーが直接我々のサーバーにコンテ

ンツを取りに来るということで、その配信マスターが集中管理されているんですね。そ

ういうことによって、出版社からみると、大切な配信マスターが散逸しない。  

ですからサイト数が千サイトになっても１万サイトなっても安全ということになりま

す。  

それからもちろんその後の問題があって、何百っていうサイトで売れた売上を集計す

るわけですけれど、もし我々のような機能がなければ、その何百っていうサイトから出

版社さんに売上報告がゴチャッと来るわけですね。それを処理するために何人も雇わな

きゃいけないっていうことになって、結局百円の本を売るために膨大なコストかけて、

管理しなきゃいけない。ですから電子出版流通が盛んになればなるほどですね、そうい

った管理コストとか安全コストっていうものをどう考えるのかっていうのがあって、個

人が自分でおやりになっている分には、そういった先程角川会長がおっしゃったような

投資っていうのと違いますからいいんですけれど、やはり１人の優れたクリエーターを

育てるには相当な時間とお金が掛かって、天才ももちろん生まれたときから天才の方は

いらっしゃると思いますけれど、やはり一緒になって育っていって天才になるわけで、

そういうコストを守るためには、やっぱりそういう安全とかそういう問題にどのくらい

コストを掛けられるかってことがあるんですけれど、そこをネット上でどう担保するか

っていうのは、これはあらゆるデジタルコンテンツ共通の問題だと思うんですね。  



一般の方とか一部のあまりネットのことを知らないクリエーターの方とか、そのコス

トのことすっかり忘れて（笑）、「ネットで流通コストが掛かんないのに分配が少ないん

だ」って文句言うんですけれど、ネット上の確かにトラックで配送するとか、陳列する

とかそういうコストは無いんですけれど、やっぱり安全にきちんとした正規のコンテン

ツを流通させるためのコスト、売上を回収してきちんとクリエーターに戻すコストって

いうのは膨大なコストなんです実は。先程菅原さんもおっしゃっていたように、年間一

億超えるようなデータ処理をするって、これはどれくらいのコストが掛かるかって分か

らないわけですよね。  

 

【岸】  はい。  

 

【佐々木】  例えば１曲百円の曲で、著作権料が７円 70 銭ですけれど、７円 70 銭をそ

のまま作家に行くわけじゃなくて、そのコストをみなくちゃいけないんですけれど、コ

ストが例えば５円掛かったら作家に２円しかいかないとか、そうなっちゃうわけですね。

だからその膨大なネット上のすべての管理コストや安全コストを極限まで安くするには

どうしたらいいかっていう、そういう知恵が本当は必要で、そこをやっぱり理解してい

ただくっていうことが必要かなと思うんですよ。  

 

【岸】  角川会長、その辺は角川グループとしては、どう対応されているんですか。  

 

【角川】  そういう討論が実は今日ここで初めてですね、電子書籍問題でここまで具体

的にビジネスモデルについて話し合った場っていうのは。  

 

【岸】  無いですね。  

 

【角川】  恐らく今日が初めてですね。  

 

【岸】  はい。  

 

【角川】  ですから、今日のこの会議のパネルディスカッションの価値というのは、今



まで話題先行で、実は本当の問題は何も語られていなかったことが、ようやくこの日を

持って、「ビジネスモデルとは何か」ということが、地に足が着いた論議ができるように

なったということだと思いますよ。  

 

【岸】  ちなみに杉本さん、ニコ動、電子書籍というとあまり言えないことも多いと思

うんですけども、権利処理とか色々あるし、多分無料でやるんですよね。  

 

【杉本】  そうですね、今のところは。  

 

【岸】  なるほど、それでちゃんとペイするんですか。  

 

【杉本】  多分コンテンツそのものに対価を払ってもらうっていうのは、多分向こう側

でやっていることなので、それはそれで済んでいる話ですよね。ただ可能性としてまだ

決まっていないのではっきりしたことは言っちゃいけないんですけども（笑）、ニコ動側

では、場で何っていうんでしょう。「場でそのコンテンツを楽しむ」っていうことに対し

ての付加価値っていうのを提供するサービスですから、そういった意味では、そのまま

持ってきたものをそのまま楽しむのであれば無料で。ただそこに対して自分の自己主張

的なギミックを付け加えることに対して、例えば課金をしていったりとか、あるいは人

のやったことに対して、それを賛美したいというような時に対して、自分がお金を払っ

てそれを讃えるとかですね、そういうギミックに対して、課金をしていくっていうモデ

ルにはなっていくのかなとは思います。  

 

【岸】  なるほど、まさに最初に杉本さんおっしゃられたように、事業構想力って観点

でより広がっていくわけですね。  

 

【杉本】  はい。  

 

【岸】  なるほど。次にお伺いしたいのが、皆さんどんどん自分の意見言ってくれて構

わないんですけれども、佐々木さんに聞きたいんですけども、多分これは佐々木さんが

いいと思うんだけど、電子書籍の議論をしていますと、すぐすごく短絡的な議論が多く



って、書店がさらにどんどん潰れていくんじゃないかとか、もう出版社はいらないんじ

ゃないかとか、特に今、村上龍さんも２週間位前ですか、まさに電子書籍対応会社を作

られて、当然出版社さんも一緒にやっていくって言っていますけれども、昔音楽で言わ

れたみたいに昔の音楽配信の頃も、やっぱりこれでミュージシャンがいれば大丈夫って

感じはあって、今回も書店がどんどん減っていくんではないかとか、出版社は要らない

んじゃないか、もう取次も要らないんじゃないかとかいろんな議論があるんですけれど

も、ビジネスモデルがどうなるかはともかく、今まで出版業界で色々活動してきたプレ

ーヤーっていうのは、実際かなりの変化に直面することになる、書店も大幅に減るって

いう理解でいいんでしょうか。  

 

【佐々木】  先程も申し上げました通り、ネット・ネイティブが過半数を占める時代に

は、やっぱり我々の世代と違う環境で育っているので、いわゆるレコード、CD だったり、

それから本だったりっていう、著作物に対する価値観というのは変わってくると思うん

ですね。ただ当然本は本での価値観がありますし、 CD は CD の価値観というものを追及

していくことによって、生き残っていくっていうか、そういった著作物というものの付

加価値を高めていくこと。今まで逆で、付加価値を低くすることをずっとこの 10 年、20

年やってきたと思うんですね。その結果「ネットでいいんじゃない」っていうことにな

ってしまったんですね。そうじゃなくて、もう本でいうと装丁も含めて、造本も含めて

非常に素晴らしく作られ、それはネットでは得られない価値観なんですね。ですからも

のづくりっていうのは相当変わってくるだろうと思います。最初に岸先生もおっしゃっ

たと思いますけども、やはりそういう本を持ち歩くってできないわけですから、コンテ

ンツそのものはネットでいつでも見られますけれど、自分のそのコンテンツとの関わり

って言いますか、その創作者との関わりで持っていたいものってのはあるわけなので、

そこはそこでかなり付加価値を高めていく努力を、業界としてはしなきゃいけないんだ

ろうというふうに思います。  

ということを考えると、リアルな本とネットというのは、共存できるものだと思いま

すし、もちろん創作者と出版社とユーザーというものの交流を、ネット上でももちろん

できますけど、やはりリアルでやることはもっと価値が高いものだと思うんですね。例

えば音楽の世界でいうと、CD の売上は落ちているんですけれど、コンサートの来場数っ

て増えているんですよ。それはもう本当にアーティストと直接空間を共有したいとか、



そういう意味合いでのマーケットっていうのは、逆に増えている。ですからレコードも

変な話ですけれど（笑）、 CD ショップで売れるよりは、コンサート会場で直接演奏家と

話したり、演奏家がサインしたりした場合の売上が多いアーティストの方が多いんです

ね。ですから僕はリアルの著作物は、ネットでは共有できない価値観を、ユーザーと共

有して提供できるっていう、ものすごい大きなメリット持っているので、そこをものづ

くりの原点をより変えていけば、生き残れるし、より付加価値が高くなってくると思う

んです。  

 

【岸】  なるほど。さて、時間も時間ですから、電子書籍離れて一般論の話に行きたい

と思うんですけれど、その前に一言だけ。電子書籍は今の４人の議論からもお分かりの

ようにやっぱり成長性がある市場、ただやっぱりバックヤードの問題がすごくある中で、

ファイル・フォーマットを１つとっても統一されていませんと。そういう中で、中間フ

ォーマットと言いまして、ファイル・フォーマット個別のものにコンバートしやすい中

間フォーマットを作っていこうというのは、制作の側で動いていたんですけれど、実は

２日前。今、やっている事業再仕分けでこの中間フォーマットを作るとか、そういうフ

ァイル・フォーマットの関係の標準確立で政府が支援、予算を出していこうっていうの

を、仕分人に仕分けされまして、来年予算計上見送りとかいうふうになっちゃいまして、

これだけ重要なマーケットで、これだけ標準的なもの、民間１人では難しいところをや

らないといけない。もしかしたらアメリカ企業が席捲しちゃうかもしれない中で、本当

は政府の政策的テコ入れが必要なのに、何故か仕分人は、「 PDF と他のファイル・フォー

マットの違いは何か」とかですね、そういうレベルの議論だけで予算計上の見送りと。

いかに事業仕分けに意味が無いかって証明された先見例ではあるんですけれども（笑）。 

それはともかくとしまして、まさにこの電子書籍の議論、まさにネット上のコンテン

ツビジネス、一般にも展開できると思っていますし、角川会長が最初のプレゼンでご説

明されましたクラウド。まさにこれは今後その方向に行く。多分音楽配信もその方向に

行って、ダウンロード化というよりもクラウドのストリーミングというのが、中心にな

っていく可能性がある。映像でも、もう既にアメリカではネットフリークスとかが、映

画をストリーミング、クラウドで提供しているって状況になってきて、まさにコンテン

ツの融合が進む。この方向は絶対間違いないんだろうなと思っています。  

ただ一方で冷静に見ますと、インターネットもだんだん変化しているのかなと。今ま



でまさにグーグルが牽引するオープンインターネットという世界が、今、だんだんアメ

リカでもクローズドインターネットに変わっていくかと。要は、フェースブックのユー

ザーはフェースブックの世界だけでコミュニケーションとかコンテンツを楽しむのを完

結できちゃう。日本でももしかしたら、ニコ動ユーザーはニコ動上で生放送を見たり、

いろんなビデオ見て、コミュニケーションして終わっている。そういうクローズドネッ

トワーク的なインターネットというのは、今後増えていくんじゃないかっていう議論も

どんどん出だしていて、まさにまた変革が始まっているんだろうなっていう気がするん

ですけども。その中で角川会長がおっしゃられた、出版社がネット化、ソーシャル化す

るっていうのは、すごく大事なキーワードだなあと私は思っておりまして、まさに角川

グループはいろんなコンテンツを持っているものを活用して、こういう方向に進化しよ

うと考えていらっしゃると思うんですけども、このネットのパラダイムシフトが進む中

で、出版社がネット化、ソーシャル化するっていうのは、すごく大事なキーワードだと

思いますけど、もうちょっと具体的な内容をご説明いただけますでしょうか。  

 

【角川】  プロの作家に、出版界、例えば小説という世界では支えられているんですけ

れども、一方で、今大衆の側から小説を書きたい、そういう意欲が非常に高まっていて、

パソコンというツールを手に入れることによって、誰でもが小説を書けるようになって

きたわけです。それが今ソーシャル化ということで、大衆の中にいる新しい才能を汲み

取って、実際先程お話ししたように例えば、オールアラウンドで１年間 60 万人の作家が

生まれるとすると、その 60 万人の作家の作品の水準っていうのは、必ずしもそれほど高

いとは思えないんですね。それがそのソーシャルコンテンツの悩ましいところです。  

ですけど、それはソーシャルコンテンツをプレミアコンテンツ、つまりそれこそ出版

社が「これは商品価値ある」、書店に置いても、マーケットに出しても、あるいはネット

においても、ネットっていうマーケットに出しても対価を払ってもらえる。対価を払っ

てもらえるというのが、プレミアコンテンツだと思うんですね。プレミアコンテンツ、

これを出版界で行うと、ソーシャル小説からプレミア小説へという言葉で置き換えると、

ソーシャル小説をプレミア小説に格上げできるようなことができるのが、編集者なんだ

と思うんですよ。そこで私は、改めて出版社というのは、先程の話にもあったようなネ

ットの世界になった時に、出版社が中継ぎとして排除されるのではないかとか、そうい

う非常に皮相的な話ではなくて、その編集者がソーシャル小説をプレミア小説に格上げ



できるための力を、作品の価値を高めるというところに、本当の出版社、編集者の力が

あるし、それを抱えている出版社に価値があるんだと思うんです。  

 

【岸】  なるほど。  

 

【角川】  そこを見落としちゃいけないんじゃないかと思います。そういう点では、実

はアナログの時代にも、そういう作業を実はしているんですね。例えば、小説の世界で

は芥川賞、直木賞っていうのがあります。これは言ってみると大衆から応募を受けて、

それを実際には角川の場合でもそういう小説賞があるんですけども、応募されてきた作

品を、選考委員のプロの作家の皆さんに納得していただくために、1 年間から１年間半、

あるいは３年間もかけて一生懸命ブラッシュアップしているんですね。その上で読んで

もらって、そして賞の選考の中に入れるとか、そういう努力をしているんですね。それ

がアナログの世界でもやっていたことを、ネットの世界でもやらなきゃいけない。逆に

言えば、芥川賞、直木賞っていうのは、そういうふうにして、ソーシャルコンテンツを

プレミアコンテンツする、非常に価値のあるシステムなんですね。そのシステムが、今

また再評価されないといけないところに、今きているのではないかなと。そういう点で

は、僕は逆に出版社としては面白い時代にきたんじゃないかというふうに思います。  

 

【岸】  なるほど。  

 

【角川】  また編集者も、従来は例えば小説なら小説を担当する編集者だったのが、こ

れからは作家と一緒になって作品を表現したいと思った時に、作家にこれは漫画がいい

のか小説がいいのか動画がいいのか、そういうことを一緒になって参加できる編集者が

これからの編集者としての力を持つんじゃないかなと、そんなふうに思いますね。  

 

【岸】  そういう意味で編集者は、よりプロデューサー、まさにビジネスプロデューサ

ー的な部分も増えていくわけで。  

 

【角川】 プロデューサーであり、クリエーターの一部を持たなきゃないけないんだと。 

 



【岸】  逆に言えばすごく能力が問われている局面に。  

 

【角川】  そういうこと。  

 

【岸】  そういう局面にはなるというわけですね、なるほど。ちなみに杉本さん、ニコ

動っていうのが、実は垂直統合なのか水平なのかよく分からない部分が個人的にはある

んですけども、結局ニコ動っていうのは、プラットフォームとして独自の進化を遂げて

きたし、多分日本から世界に出られる数少ないプラットフォームプレーヤーの１つだと

思っているんですけど、角川会長がおっしゃられたように、コンテンツ側はこういうふ

うに進化していかないといけないと。またネットが今色々オープンからクローズとか議

論されている中で、ニコ動っていうのは今後どういう方向に進化してくるつもりなんで

しょうか。  

 

【杉本】  なんか今、角川会長がおっしゃられた編集者の在り方みたいなのが、結構象

徴的かなと思うんですけれど、僕らとしては、要はこのコンテンツの在り方っていうの

は、ニコニコ動画っていう意味で、動画っていうキーワードを最初に使ったのは、やっ

ぱり情報量が動画にすると端的に多いということと、非常に分かりやすい。それは情報

量の多さにも繋がるんですけれど、というところが始まりなんですね。ただ何ていうん

でしょうね。必ずしも目的としては、動画を見ることではなくて、ニコニコ動画の場合

には、その場を共有して、いろんな人とコミュニケーションをとるってことが目的にな

ってくるので、そのための最高のギミックとして、動画がありました。ただそれのコン

テンツの増え方であったりとか、あるいは場の雰囲気として必ずしも動画じゃなくっち

ゃいけないのかなっていうとそうでもなくて、そういう意味だと、ニコニコ動画なんか

は、人気のある動画のうちには動画でないものも結構あるんですよね。ですからコンテ

ンツの楽しみ方であったりとか、その先にある最終目的であるコミュニケーションの取

り方っていう意味では、いろんな在り方が必要だと思っているんですね。そういう意味

では、ニコニコ動画というのは、「ニコニコ動画」っていうサービスを軸に、例えば静止

画でやったりとか、あるいは音声だけにしたりとか、いろんなバリエーションを今作っ

ています。そういった意味で、ニコニコ動画っていう動画っていうのに関わらず、その

「ニコニコをする」っていうのが、イコール「コミュニケーションをとる」、「全てはコ



ミュニケーションに繋がる」みたいな言い方になると思うんですけれども、そういった

バリエーションっていうのをどんどん増やしていって、何かにつけいろんな人が何かを

する動機っていうのは、最終目的としては「コミュニケーションをとる」っていうのが、

結構含有されていると思うんですね。ですからそれに合ったサービスのシチュエーショ

ンというのを、今以上に増やしていくっていうような形になると思うんですよね。です

からまさに今、エディターがこれから求められる素養っていうのは、サービスとしてど

れだけコンテンツを幅広く展開させられるかみたいな考え方だと思うんですけれども、

それを割と現状現在進行形でやっているなという気はしますけれども。  

 

【岸】  なるほど。  

 

【杉本】   それをさらに伸ばしていくっていうんですか。  

 

【岸】  なるほど。そういういろんな進化がある中で、これは菅原理事長にお伺いした

いんですけれども、今後、多分来年からグーグルＴＶ、インターネットテレビも出てく

ると、余計音楽とかテキストに限定しない映像とかいろんな権利がややこしくなる、そ

の中でオープン対クローズの争いもあると思うんですけれども、その中で権利処理って

いうのは、日本はすごくいいシステムを作っている。世界でも当然いろんな動きはある

んですけれども、そういうバックヤードの動きというのを、どんどん充実していくって

いう理解でよいんでしょうか。いろんなコンテンツに対して。コンテンツの融合が進ん

だら、まさに角川会長がおっしゃられたように、著作権の在り方、もう二次元から三次

元みたいな方向に行くかもしれない。その中でいろんな対応が必要になってくると思う

んですけども。  

 

【菅原】  当然それはそうだと思いますね。それで例えば新しい展開っていうか、従前

のものの中で、実は音楽の権利だけを見ますと、ものがないために三次元的展開してる

わけですね、既に。  

 

【岸】  ふんふん。  

 



【菅原】 例えば、CD の盤というものから見ていくと、そこはそれに限られて二次元的

なんですけども、元々著作権って形ないですから、そういう考え方からすると、三次元

的に入っているのだろうというふうには思います。それが新しいものがどんどん出てき

た時に、一番問題なのは、権利者という、例えば JASRAC の場合には、ほとんどプラット

フォームでライセンスを出すというような基本方針がありますから、それでいけば大体

ストレスは無くなるはずなんですね。そうするとコンテンツホルダーが、それぞれの仕

組みをどう使っていくのか、そこの多分戦略的視点だろうと思うんですね。だから A か

B かじゃなくて、A と B を見た時にどう自分はどのコンテンツを使い分けていくのかって

いうところが必要でしょうし、そこができていけば、例えば YouTube だけって思った時

に、向こうの条件じゃ気に入らないとかって言いながらも何か出さざるを得ないという

ことじゃなくて、そこはそこを使うためにどういうふうに自分は方策を持ってですね、

あるいはコンテンツを限定して、やっていくのか、というようなところのかなり戦略的

な部分が必要になってくるんじゃないかと思うんですね。  

 

【岸】  なるほど。  

 

【菅原】  それが見えてくれば、１つはそこで展開が見えるでしょう。ただ同時におっ

しゃるようなバックヤードの部分は、不十分なところが特に外国のものであるとすれば、

日本全体から、「日本はこうなんだ」っていうのを求めていかなきゃいけないですから、

その展開は次に間違いなく来るだろうというふうに思います。  

 

【岸】  ふんふん。角川会長。  

 

【角川】 21 世紀に入ったばかりのころに、マイクロソフトとグーグルと両方から、「モ

バイルと PC と TV は一体になります」っていう問題提起が出ました。そのころは当然モ

バイルと PC とテレビは、端末としてバラバラに機能していました。これが今年から来年

以降は、 iPhone とｉ Pad とグーグルテレビっていうのが、一体サービスになるという時

代が来るんじゃないかということなんです。私は先月グーグル本社を、シリコンバレー

に訪ねたんですけれども、その時にグーグル TV を見せられました。言ってみると、大き

なテレビ画面の右半分が地上波テレビで、左半分がその通信サービス。当然ながら地上



波のチャンネルを選ぶような感覚で、 YouTube もボタンで１つでサクサクと出てくるわ

けですね。それが５、６年前に総務省から放送通信統合型サービスの一体化と言われた

ことが、技術の進歩によってこんな簡単にできてしまうんだなと改めて驚きました。そ

の YouTube の中で角川アニメチャンネルを引き出してもらったら、ちょっとオタクの「涼

宮ハルヒ」とか角川がやってるアニメが当たり前に見られるんですね。アメリカのサン

フランシスコで、本当に日本でやっているアニメチャンネルが当たり前に見られるって

のは、ちょっと素朴な感動を覚えました。これが、恐らく 2015 年には、今年 2010 年が

200 万台、そのパソコンテレビが売れて、アメリカでは 2015 年には 4200 万台売れるだ

ろうという予測数字まで出ていまして、3D テレビよりもパソコンテレビ、グーグルＴＶ

の方が、もうニーズが高いんですね。アメリカではですね、3D テレビを購入したいって

人は 11％位でしたが、そのパソコンテレビを購入したいって希望は 27％位あるんだそう

です。日本でもアメリカに１年か２年遅れてくるのはいいんですけれど、３年遅れると、

ここでもガラパゴスになってしまうような時代になるんではないか。そうすると例えば

グーグルテレビのチャンネルを選ぶのに、 iPhone だとかｉ Pad がチャンネルを選べる端

末になるんですね。こんなことで当たり前ですけれども、グーグルと言えばアンドロイ

ドでスマートフォンからタブレット、グーグルテレビまでソフトウェアで一貫していて、

これがアップルだと iOS になって、マイクロソフトだとウィンドウズで繋がっている。

日本は何で繋げるの、といったことが大きな問題になってくるんではないかと思うんで

す。  

今の家電メーカーは、どちらかといえばアンドロイドを使うとか、そういう話になる

んですけども、私は先程日本人であるんだから、日本的なソフトウェアを開発してもら

って、そして日本国産のソフトウェアによって、 iPhone とｉ Pad とグーグルテレビが繋

がるということの時代を早く作ってもらいたいっていうのが僕の期待感ですね。  

 

【岸】  なるほど、ありがとうございます。佐々木さん、今までの御三方のご意見踏ま

え、まさに今後のネットでのコンテンツビジネスっていうのは、どういう方向に行くん

ですかね。  

 

【佐々木】  出版界で言うと、音楽界と違って、これから三次元的にというか、コンテ

ンツが流通する、制作されるっていう時に、 JASRAC のような機能が無い、それから CDC



のような機能が無いということがネックになる。ということは、出版界の方々も薄々気

が付いてというか、もちろん作家の皆さんもそうなんですけど、やはり今までは紙って

いうものに固定された権利が、権利というか紙と一緒に動いているもんですから、特に

そういう必要性は無かったんですけど、出版もネット化することによって、権利がいろ

んな形で動く。角川会長がおっしゃたように、どっちの権利なんだみたいなことが起こ

るわけですね。やっぱりそういう意味でいうと、音楽のように JASRAC のような機能や、

CDC のような機能が電子出版でも必要になると思うんですね。こういったプラットフォ

ームがあれば、新しいコンテンツが非常に作りやすくて、大資本、大手出版社さんじゃ

なくても、創業が簡単にできると思うんですね。  

自分の話で恐縮なんですけど、35 年位前に出版社を創業した時にですね、雑誌出そう

と思ったんですけど、当然色々志高くですね、「出すぞ」とか言って準備始めたんですけ

ど、紙屋さんが紙売ってくんないんですよ。それで紙売ってくんないと本出せないので

（笑）、結局最初に用紙を売ってくれるところを探す、みたいな苦労をいっぱいしたんで

すけど、今ネット時代なんでそんなこともないし、サーバーなんかも全部、いわゆる自

社で持たなくてもできることになるわけですね。村上龍さんじゃないですけど。そうい

う意味で言うと、今は本当に出版もアイデアとか才能がそのまんま活かせる時代になっ

てきて、僕も 30 年位若返りたい位とってもいい環境だと思うんですけど、そのためには

角川会長のおっしゃるようなクラウド・サービスだったり、JASRAC や CDC のような、権

利処理なり権利分配なりっていうものが整備されて、誰がどういう形で参入しても、優

秀なエディターと優秀なクリエーターが、共同作業でちゃんとしたビジネスができると

いう、そういう環境になるんだと思うんで、その基盤作りをまず急ぐべきだというのが

重要だと思います。  

 

【岸】  なるほど、基盤作りは民間で放っておけば動いていくのか、またはやっぱり政

策、国の関与が必要かといったらどうでしょうか。  

 

【佐々木】  あの音楽の場合は、少なくとも著作権の場合は JASRAC という非常に歴史

もあるし、世界でも非常に整った形があるので、そういう意味で特別にお上っていうか

（笑）、国に余り頼らなくても、CDC みたいなものができたわけですけど。出版の場合は、

角川会長の前で言いづらいですけど（笑）、なかなかそういうふうにいかないんですよね。



今回、「三省懇」の、唯一の何て言うんですかね、良かったところっていうか、旗振り役

がね。みんなマインドがあって集まれば、前向きな話ができるんだけど、今回「三省懇」

がああいう場を作ってくれたので、これはいいチャンスと。例えば冒頭に、大日本印刷

の北島常務が講演されましたけど、そうすると印刷業界では大日本と凸版っていうのが

あったり、電機メーカーではソニーとパナソニックとかあったり、そう簡単には話はま

とまらないとういう構図があるわけですよね、過去に。  

だけど少なくともお上がそういう話し合いの場を設定してくれれば、比較的集まりや

すいっていうか、そういう意味でいうと、今回出版団体も雑誌協会とか書籍協会も含め

て、それから電流協もそうですけど、非常に平場で未来に向けてきちんとした話ができ

る、そういう場ができたんじゃないかと思うんですね。これは日本型のビジネスモデル

を作るにあたって、非常に重要な機能を果たしていると思うんです。ただ、あまり角川

会長もそう思っていると思いますけど、あまりお上に頼り過ぎてもいけないので、そこ

は自助努力ってのは必要だと思うんですけどね。  

 

【岸】  ちなみにご存じない方のために一応補足しておきますと、「三省懇」っていう

のは、電子書籍、書籍の関係で文化庁、総務省、経済産業省が関係しています。役所は

従来縦割りでみんな仲良くないんですけども、民主党の数少ないいい政策の例で、政治

家主導で、この三省庁でこの電子書籍の今後の課題などを考えるという懇談会が、今年

に入ってできまして、６月に報告書がまとめられました。そこでさっき申し上げました

ようなファイル・フォーマット問題であるとか、権利処理の問題とか、あと DRM の問題

とか、いろんな課題が全て言及されていますので、この分野にご関心のある方は、是非

ご一読いただいたらいいと思うくらい、いい報告書ができております。  

すいません、ちょっと時間の関係もあり、ここで皆様の質問に答えていただくと、よ

り議論を深められればと思っていまして、事前に質問票に記入していただいた方の質問

をいくつかこのパネラーの方に伺いまして、その後この質問票に書かなかった方でも手

を挙げていただいて、質問をお受けしたいと思っています。あのニコ動とかが中継して

いて、ニコ動に映ったら嫌だという方もいらっしゃるとは思うんですけれども、後姿な

ら分かりません。だから気兼ねなく質問して下さい。私、ニコ動の生中継出てその度に、

顔が長いとか態度が悪いとかいっぱい言われていますけど、意外と気になりませんから

大丈夫ですので。  



ちょっといくつか重要な質問をぶつける形で議論を深めたいと思っているんですけれ

ども、この最初の質問。これは、角川会長に明示的に答えてほしいのですけども、「書店

の存続っていうのが死活問題だと思うんだけども、電子書籍が普及する中で、書店の存

続という死活問題を出版人としてどう考えているか」。それでその延長で「書店との共存

の道はどう考えているか」ということなんですけども。  

 

【角川】  書店はもう十分に存続していくんですね。これはやっぱり電子書籍っていう

もの分かれば分かるほど、逆に電子書籍の問題っていうのもあります。つまりアナログ

書店っていうのは、本との出会いっていうのがあるんですね。例えばライトノベルズの

隣に突然その立花隆さんの文明評論の本があったりする。書店に読者が足を運ぶこと自

身が、もう既に本との出会いを求めて行くんです。これは実は書店ならではの機能なん

ですね。書店に行くってことは、実は読者が本を求めに自発的に買いに行く、つまりプ

ル型なんですね、書店っていうのは。ところが電子書籍はプッシュ型だと思うんですね。

先程申し上げたように、電子書籍っていうのは、知の宇宙にある星ですから、一生懸命

自分が輝いて見せても、下で見てくれないとそれは虚しい光り方になってしまうんです

ね。ですからどうやって読者に、私の電子書籍は素晴らしいってことを知ってもらうか

というために、先程先生がおっしゃった通り、プラットフォームっていうのが必要にな

ってくるわけです。プラットフォームが無ければ、読者に届かないんですね。話題が先

行する間だけは、リンクされていますから十分見るようになるんだけれども、最後には

やはりプラットフォームっていうところが、読者、ユーザーにプッシュしてくれて初め

てその本っていうものが読者に届く、電子書籍が読者に届くってシステムができあがる

んですね。  

その点アナログの書店っていうのは、この間も森村誠一先生と話をしていた時に、「本

屋さんはそれがいいんだなあ」という話をしていたんですけども、ひょこっとそこに森

村さんの『人間の証明』が置いてあるわけですね。ビジネス書を買いに来たつもりなの

に、そこに『人間の証明』あると、ひゅっとそれを買っていく。そこがその書店のいい

ところなんですね。ですから書店は自分のいいところをどれだけ表現できるかというこ

とを大事にすべきで、書店に来てくれたときに、既に読者は買ってくれるモードに入っ

ているわけです。ここが本屋さんのいいところだと思います。ですから電子書籍が起こ

ってくると、書店が無くなるんじゃないかとか、そういうことに異常に神経を高ぶらせ



るのはおかしいと思うんですね。  

角川も BOOK☆ WALKER っていう電子書籍のサイトを作ろうとしているんですけれども、

電子書籍が書店と関わりなくできるのかというと、そうじゃなくて書店が、自分の持っ

ている顧客ってものの名簿をきちっと持っていてくれれば、その顧客名簿を使って、BOOK

☆ WALKER をまた推進できるんですね。ですから書店は何もしなくていいんじゃなくて

（笑）、やっぱりさりげなくお客さんを自分のお店に来てくれて本を買ってくれたお客さ

んの名簿を作っていって、そして自分の書店としての価値は何かっていったら、それは

必ずしも 50 坪だ 100 坪だ 1,000 坪だという大きさを誇るのではなくて、どうやって自分

がお客さんを何千人のお客さん、何万人のお客さんなのか、何百人でもいいからきちっ

と名簿を持っていて、その名簿によって自分の書店が支えられることをすべきだと思う

んですよ。  

 

【岸】  なるほど。  

 

【角川】  ですからそういう面では、僕も全国の書店を歩いて、もう 40 年間営業やっ

てきましたから申し上げたいんですけれども、結構週刊誌っていいかげんに売ってきた

んですよ、今まで書店は。つまり誰が買っているか分からないんです、週刊誌。ですか

らコンビニエンスだとかキオスクだとかが生まれちゃったんですね。ところが月刊誌だ

と結構書店は知っているんです。ですから月刊誌を売っているような感覚。自分の店頭

で文春が売れたとか、それからそういうふうな月刊誌が売れているっていうことを、書

店は週刊誌でも同じように大事にしてもらいたいんですね。  

週刊誌っていうのは、例えばまあ角川でいうと『ザテレビジョン』っていう情報誌が

ありますけども、週刊誌で番組表が付いていますから、定期購読者は月に４回来てくれ

るんですよ。４回も来てくれるお客さんを顔も覚えてないっていうのでは、ちょっとリ

アル書店として自覚が足りないなあと、敢えて申し上げますけども（笑）。  

そうすると書店がお客さんを非常に大事にすれば、『ザテレビジョン』を買っているお

客さんに、例えば芸能雑誌を薦めるとか、そういうふうなことで広げていけるんだと思

うんですね。これが実は書店が持っている本当の力だと思います。  

 

【岸】  なるほど。  



【角川】  これはもうざっくばらんに申し上げますけども、アマゾンが持っているロボ

ット機能で推薦する本よりも遥かに、貴重な推薦の仕方と思うんですけどいかがでしょ

うか。  

 

【岸】  ふーん、なるほど。今のお話に何か合うコメントある人お願いします。  

 

【杉本】  なんかその共感というかですね、ちょっと考えていたので。多分これからそ

の時代っていうのは、書店もそうだと思うんですけども、本を読むでもなんでもいいん

ですけれども、場所の管理っていうのが多分すごく重要になってくると思うので、何っ

て言えばいいのかな。例えば堅牢な DRM を掛けるってことよりも、そこまで顧客、それ

は個人情報に紐づいているってこととは全然関係なくて、その人がユーザーであり、そ

れとそれを楽しむ場を提供している。それがどれだけ囲い込みをかけているかっていう

か、どれだけ大きな状態になっているかっていうことだと思うんですね。そこの中で正

当なコンテンツを楽しむために、多分その人は DRM を解く鍵を持っているっていうこと

よりも、その人は「買ってます」っていうような、情報をその ID に紐づけることによっ

て、結局全てのサービスっていうのは、だんだんソーシャル化していってるので、その

人はいずれにしてもさらされているわけですよね。その状態でその人が買っているとい

う状態の、鍵というよりは呪文ですよね、そういったキーワードを紐づけてあげること

によって、自分でも正当なものを買っているってことになるし、他の人から見られた時

にも、初めてその人が買っているってことによって、何て言うんでしょう。機械的に DRM

かけるよりも、多分コンテンツが正当に流通しやすくなるというですかね。他の人から

見ても、あるいは自分の目から見ても、これって自分で買って読んでる本です。あるい

はちゃんと読む権利を有する、それは買うのかレンタルなのかというのは、また別の議

論だと思うんですけども、そういう権利がちゃんと自分の ID に紐づいていて、さらにそ

れがある程度囲い込みをされた、別のサービスの中でも展開していくってみたいなこと

っていうのがやれることによって、何て言うんでしょうね、色々なものがちゃんと流通

し始めるって言うんですかね。不正流通を防止するために、どれだけ何をするかって事

よりも、そういう場をきちっと作っていくっていうことによって、既存の産業も含めて、

何か守られているような気はするんですよね。結局、書店そのものっていうのも、ある

程度のユーザーを囲い込んだ状態の１つの、何て言うんでしょう、場になるわけですか



ら。そこからなんかそういうアプローチであったりとか、場を提供していくってことに

よって、何か新しいその権利の守り方みたいなのが、ちょっと考え方として出てくるの

かなっていうふうには思うんですけれど。  

 

【岸】  なるほど。ありがとうございます。次の質問で、これは佐々木さんにお答えい

ただくのがいいと思いますので、２つ似ている質問がありますので、「図書館の問題。電

子書店と図書館との関係は、著作権から見てどうクリアされるのか」っていうのが１つ

ありまして、もう１つは「国会図書館の長尾構想」、要はグーグルブックに対抗して、国

会図書館が日本の書籍をどんどんアーカイブ化して、それを提供していくと。「国会図書

館のアーカイブ化が進んで公開されるようになると、作者とか漫画家さん達は収入が減

って、創作活動が続けられなくなって文化が衰退するのではないか」という２つの図書

館絡みの質問があるんですけど、どうでしょうか。  

 

【佐々木】  ちょっと相当デリケートなお話を振られて（笑）、ちょっとネットで中継

していますよね（笑）。  

 

【岸】  中継しています。大丈夫です。ネット見ているのは、良識ある人ばっかりです

から。  

 

【佐々木】  私は国会図書館のデジタル化のプロジェクトにちょっと絡んでるってこと

もあるんですけど、やっぱり国として「知の保存」というところが一番の大きな目的な

わけですね。大半の本は非常に劣化するので、基本的に保存と利用の両立がしづらくな

ってきているってことも事実なんですね。そういう意味で、デジタルアーカイブってい

うのはどんどん進むんですけど、せっかくデジタル化したものをそのまま活用しないっ

ていうことはないわけなんですけど。この問題で一番大きな問題は、岸先生もおっしゃ

たように、デジタル化するフォーマットがもちろん、国会図書館の場合は画像なので、

ある意味流通しているものとは違うんですけど、出版界としては、国会図書館のデジタ

ルアーカイブをどう活用するのかっていう、出版界自身が考えるべきだと。これは逆に

なってしまったので、長尾先生のほうから出てきちゃったので、「ちょっと待ってくださ

い」っていう状態だと思うんですね。だけどせっかく国が予算を、言わば税金ですが、



かけて知の倉庫をデジタル化してくれたので、これを長尾先生に言われるまでもなく、

出版界全体が共有の財産、要するに国民の財産っていうことは、出版界の財産なので、

これを出版界の立場でどう利用するかっていうことを、きちんと提言するプランを持つ

ということがいいんではないかと思うんですね。  

僕は先程の特別講演の中にもありましたけど、過去１千万冊位ものが今 400 万ですか、

600 万が散逸していて分からないってことですけど。ナショナルアーカイブの責務とし

ては、そういうもの全部デジタルで保存していくっていう役割があるので、出版界から

すると、例えば過去の先輩が出版したものが、今は絶版になっている、もしくは所在が

分からないっていう時に、国のデジタルアーカイブを利用して復刻出来る。もしくは現

代版を作れるってことがありますよね。ですからちょっと誤解をされやすいのは、国の

デジタルアーカイブを家庭のリビングから全部見られるっていうことであれば、それは

出版界としては成り立たなくなるっていうか、出版界の努力を国がかすめているという

話になるわけですけど。そうじゃなくて、今まで出版界は商業的な限界があって、コス

トも含めた商業的限界があって、古い本は絶版せざる得なかったと。ところが今後そう

いうふうに歴史的に、ずっと国会図書館がアーカイブしていくんだということになれば、

それを前提に出版社もそれを活用するって形でコストをかけずに、自ら出版したものを

社会に永遠に供給することができるんじゃないか思うんです。そういう立場から国の施

策を見て行けば、共存できるんだろうというふうに思います。  

 

【岸】  なるほど。ありがとうございます。  

 

【角川】 僕は出版社ですから、国会図書館のほうも審議委員も務めたりしているんで、

長尾構想をどういうふうに生かしたらいいかと思うんですけども。国会図書館法ってい

うのは国民に無料で提供するというふうな法律があって、国会図書館の方からこうした

らいいんじゃないかって言いにくいところがあると思うんですよ。僕は国会図書館が出

版物をデジタル化するのは賛成なんですね。それを国民に１回無料に提供してしまうと

もうどうしようもなくなってしまう。ところがそれを中間の、それこそ先程日本的な知

恵の出しどころなんですけれども、「権利センター」がきちっとあって、そこの権利セン

ターを通して、広く安くあまねく国民に提供する権利センターを作ればいいんじゃない

かなと。今、海賊版が横行してしまって、恐らくきっと来年の後半ぐらいから書籍も海



賊版が増えてくると思うんですね。その時にきちっと管理センターがあって、海賊版も

防げて、そして１人１人の国民が非常に安価な価格によって本が読めて、それが最後に、

今は例えば、新古書店であれば、作家にも出版社にも還元されないわけですけども、そ

の権利センターを通ることによって、出版社と作家にリーズナブルな金額が還元される

というシステムができれば、その国会図書館から提供された利用料によって出版社も再

生産が効いてきて、新しい出版投資ができるといういい環境が生まれてくるんだと思う

んですね。  

 

【岸】  なるほどね。  

 

【角川】  そういう点で、地方の公共図書館も国会図書館のセンターに繋げて、同じサ

ービスをして、それに対しては利用者に適当な対価を払って貰えばいいと思います。出

版社や作家から見れば、図書館に行くと無料で読まれてしまって、小さな図書館なのに、

ベストセラーを大量に仕入れて、それが 20 冊、 30 冊回転が終わると、つまりベストセ

ラーの時期が終わると、新古書店にタダみたいなお金で払い戻しされて、そしてそこで

負の再生産が始まるということが防げるんじゃないかと思うんです。  

 

【岸】 なるほど。ありがとうございます。他にも質問票いっぱいきているんですけど、

時間もありますので、フロアの方で質問したいという方、是非挙手をお願いします。角

川会長にダイレクトに質問できる数少ないチャンスです。JASRAC への苦情を菅原理事長

に言っても結構ですので、何かありましたらどうぞ。やっぱりニコ動の前では嫌なんで

すかね、みんな。遠慮しなくて全然いいんですけども大丈夫でしょうか。無いですか。

そしたら質問票の他の質問をもう少し続けたいんですけれども、これも１つ面白いから、

これは杉本さんがいいんですかね。「ガラパゴスと言われるデバイスは、コンテンツの普

及の妨げになるだろうか」。これはシャープのガラパゴスではなくて、一般論でガラ系み

たいなガラパゴスみたいなデバイスという意味だと思うんですけども。  

 

【杉本】  どうですかね。現状ガラパゴスって呼ばれているのが、さっきも冒頭に言っ

た通り定義付けの問題だけだと思うので。何て言うんでしょうね。ガラパゴスっぽいっ

ていう認識をしているのは、何て言うんですかね、GSM の問題と CDMA の話なのか、それ



とも iPhone のユーザーインターフェースと、ｉモードのユーザーインターフェースとの

違いの話なのかってことを整理しないと、何かあまり意味の無い討論になってしまうの

かなって思うんですけども。ただ、多分直感的に感じているのは、そのｉモードプラッ

トフォームってことで、携帯インターネットって通常のインターネットと全然違うよね

的なインターフェースを使っているあまり、割とそのガラ系っていうイメージが出てい

ると思うんですけれども。要は、あれは携帯電話の黎明期から現状に至るまで、日本人

が携帯電話の上でインターネットをする上で、割と使いやすいインターフェースってい

うのが整備されましたっていうだけの話だと思うですよね。それに対して iPhone 的なユ

ーザーインターフェースが、ここ数年の間に日本に入ってきました。それに対しては割

とスマートな動きをするのでかっこいいということで、割とガラ系の UI ダサい、外から

入ってきたの、カッコいい。みたいな感じで、差別化されちゃっていると思うんですけ

ども、ただそれは使いやすさというか、慣れの問題なので、要はバックエンドですね。

例えばアンドロイドで動いていればですね、ユーザーに対する何であろうが、あまり意

味の無い話なので。何て言うんでしょうね、まあぶち壊しになってしまうんですけど、

その理論ってあまり意味の無いような気がします、はい。  

 

【岸】  私もそう思っています。ありがとうございます。あまり時間も無いものでまと

めに入らせていただきますと、元々結論が出ない、まとまんないだろうなと思っていま

したけれど、案の定そうなりまして。そういう意味では、垂直統合か水平分業かってい

うそういう極論で議論しても結局駄目で、逆に言えば、日本は事業構想力もあるんだし、

音楽でのいろんな経験もある、それを踏まえて日本流の取り組みをやっていけば、垂直

と水平その真ん中のどの辺かは別にして、それが結局著作者、権利者の側、文化の側に

ちゃんと対価還元される仕組みができるはずであるし、ある意味では電子書籍はそうい

う世界をこれから作る、それが試金石になるんだろうなっていうふうに感じました。  

そういう意味では、電子書籍が盛り上がってまして、よく電子書籍元年と言われてい

ますけども、角川会長もさっきおっしゃたように、もしかしたらこれは元年で終わっち

ゃって来年はもうインターネットテレビ元年となっちゃうのかもしれない。でもその中

でも、やっぱりコンテンツの流通のデジタル市場の開拓っていうのはすごく大事です。  

そこで単にアメリカの真似をするだけじゃなくて、日本型の取り組みが大事なんだろ

うっていうふうに結論づけられると思っております。私は個人的に、やっぱり司会が合



わないって一番分かりまして、これほどしゃべらないのも久しぶりだったんですけれど

も、最後にパネラーの皆様から、一言ずつ日本型の取り組みについて、総括的に皆様ご

自分の思いを伺えればなあというふうに思っております。これはあの一番端っこから、

菅原理事長お願いします。  

 

【菅原】  やはりどこかに合わせるんじゃなくて、それぞれがイニシアチブを持ちなが

ら連携をした仕組みというのは日本であるからこそできる、と思います。それは恐らく

関わる人がみんなハッピーであるし、今まとめの中にもありましたけれど、権利者も恐

らくそれは OK だろうというふうに思いますので、そういう努力をみんなでこれからも続

けていくんだろうなと。その上で JASRAC は基盤として、いつでも協力をしていきたいと

思います。  

 

【岸】  じゃあ、杉本さんお願いします。  

 

【杉本】  ガラパゴス的な話を否定するわけでも全然なくて、やっぱり新しい事業モデ

ル、例えば電子書籍だったら電子書籍でやるためには、やっぱり独自の事業構想という

のをしっかりと立ち上げなきゃいけないかなと思っているんですね。それってともする

と今までの言い方をすると「ガラパゴスっぽい」みたいな話になってくると思うんです

けども、敢えてそこに乗り出していって、ガラパゴスっていうと、どちらかというとオ

リジナル事業構想みたいなそういう考え方で、新しいもの立ち上げて。その時に立ち上

がり時期っていうのは、垂直統合型に見えてしまうっていうのは、ある意味仕方がない

のかなと思うんですね。どっかの誰かが思い切ってやっていかないと、事業って立ち上

がらないですし、それをしっかりと他の人に知らしめるっていうこともなかなかできな

いと思うんですね。その上で例えばどんどんとパーツを標準化していくことによって、

先程言った水平分業化みたいエッセンスをどんどん取り入れていくことによって、ある

意味弱者が救われるというような、いろんな人が参加できるってことができると思うの

で、そこまでを怠りなくやっていくっていうシナリオが描けるってことを前提に、何か

僕らいろんなことに気づいているのでやっていけばいいの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。では、佐々木さんお願いします。  



【佐々木】  ネット社会は、ある意味誰でもが参加できる。先程角川会長の話がありま

したけど、 60 万人の小説家の卵みたいな（笑）、これはもう過去ではありえないことな

んですよね。出版に関わる関係者っていうか、作家から出版社、それから電子出版配信

会社まで含めて、色々デバイスメーカーも含めて、全てのレイヤーの電子出版に思いを

持つプレーヤーが、誰でも参入できると、そういう公平なプラットフォームを作ってい

くってことが、日本の強みになると思うんですね。そういう意味では、日本は排他的モ

デルって割とあんまり得意でないと思うので、そういう誰でも参加できる、そういった

オープンなプラットフォームを色々な知恵で、構築していくってことが重要かなと思っ

ておりますので、そういう方向で進んで行っていただけたら、大変いいんじゃないかな

と思っております。  

 

【岸】 ありがとうございます。では最後に〆で角川会長、ビシッとお願いいたします。  

 

【角川】  ソーシャル化が進んでいるということを申し上げましたけれども、ソーシャ

ル化が進んでいるってことは、やっぱり基本的にはプロとアマチュアの境界が低くなっ

ているということだと思うんです。そういう点では、ソーシャルコンテンツをプレミア

コンテンツに昇華させる編集力っていうものを出版社は持つべきですし、それからまた

逆にいくつか事件が起こっているんですけれども、作家がソフトウェアをいくつか使う

と、気が付かないうちに既存の作家の作品を侵害して、新しい本として世に出てしまう

という問題が起こりましたね。そういうふうなことについても、やはり編集者の眼力が

必要なんですね。「これどっかおかしい」と。そういう点で、ますます出版社は出版力や

編集力を高めていく努力をすべきだというふうに思います。それが重要なんだと思いま

す。それからそういう中で、出版社はコンテンツを大切にすること、それからコンテン

ツの付加価値をどうやって高めていくかということに、もっともっと真剣に取り組むべ

きだと思います。その上で、出版社からプラットフォーム、あるいはデバイスに、事業

者にお願いしたいことは、やっぱりコンテンツ１つ１つの価値を高めるということと、

それから新しいコンテンツへ挑戦してもらう、それから新しいマーケット、新しい顧客

を創造する、そういうことをこのプラットフォームが心がけて欲しいなということをお

願いしたいと思います。  

 



【岸】ありがとうございます。まさに一番適切な総括をしていただいて、本当にありが

とうございます。ということで、長時間どうもありがとうございました。拙い司会で本

当に申し訳ございません。普段吠えるばっかりの人間に司会をやらせると、こうなるっ

ていう典型で、まとまりが無かったんですけれども。ある種この電子書籍に関する課題

はお分かりいただけたと思います。実は今日いらっしゃるパネラー４人、この後電子書

籍の市場ができていく中で、恐らくキープレヤーになっていくのは間違いない４人ばか

りで、そういう意味で非常に大事な議論がいっぱい出まして、それをうまくまとめられ

なかったことを、再度お詫びしたいと思います。最後にこのパネラー４人の皆様に是非

大きな拍手をお願い致します。 (拍手 ) 

 

【司会】  長時間に渡り、コーディネーターの岸先生、そしてパネリストの皆様、どう

もありがとうございました。会場の皆様、今一度、盛大な拍手をお願いいたします。  

(拍手 ) 

 

【司会】   以上をもちまして、 JASRAC シンポジウム 2010「独自進化は問題か？新たな

デジタル市場の開拓に向けた日本型の取り組み」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。  

（終了）  

 

 


