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      はじめに 
 

 

 最近、コンテンツが話題になることが多い。これは、 

①光やＡＤＳＬなどのブロードバンドインターネットが普及してきたこと 

   ②既存のものも含め、コンテンツのデジタル化が進み、ネットワークによる配信が可

能になってきたこと 

③また、携帯電話に代表されるように、コンテンツ配信が有力なビジネスになってき

たこと 

④アニメなどの日本のコンテンツが海外で人気があることから新たな有力産業とし

て着目されてきたこと 

などの理由が上げられる。 

 実際、政府の政策としても、 

      ①ＩＴ戦略本部のｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱにおいて、デジタルコンテンツの集積や流通の振

興が強調され、政策の方向性が示されている。 

②知的財産戦略本部の知的財産推進計画２００４において、コンテンツビジネスの

飛躍的拡大が謳われ、各省庁の取組みが予定されている。 
   ③また、経済産業省の新産業創造戦略においても、先端的な新産業分野の一つと

して掲げられ、戦略産業化を目指すとされている。 

  

このような中で、東北の位置は、コンテンツの出口としてのデジタル家電の製造には貢

献しているものの、その中味となるコンテンツについては十分なものとはいえない。デジ

タル家電がコモディテイ（日用品）化すれば、海外への生産流失を招きかねず、東北の今

後の発展にも影が刺すことになる。 

この検討会では、各機関から公表された資料を中心に現状を調べるとともに、関係者

へのヒアリングを通じて、将来のデジタルコンテンツビジネスの興隆を見据えながら、当

面の方向について検討してきた。 

今回の検討ですべてが解決される訳ではないが、全国的にコンテンツに対する期待が

膨らむ中、将来、コンテンツやその関連ビジネスが東北においても一定の位置を占める

ことを期待したい。 

最後に、検討とりまとめにあたり、関係各位のご協力に深く感謝申し上げます。 

 

 

２００４年１０月 

       社団法人 東北経済連合会 

                            情報通信委員会 委員長 坪井 孚夫 

       デジタルコンテンツビジネス検討会 委員長 

               岩手県立大学 ソフトウェア情報学部 教授 布川 博士 
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第１章 現状と今後に向けて 
 

１． コンテンツの産業面からの位置づけ 

 

コンテンツの大きな特性は複製ができることといわれている。従って、コンテンツビジネ

スはこの特性を活かすことが鍵となる。言い換えれば、著作権の中の特に複製権を活用

し、コンテンツの増産による売上≒利益の極大化を目指す産業と考えられる。 

特に、近年のデジタル技術の進展やＩＴネットワーク環境の整備により、製造から流通

までのビジネス循環をデジタル化することが可能になった。このようにデジタル化されると、

増産は限界コストが僅少(著作権コストを除く)であることから、即利益の増大につながり、

先進国の戦略産業となり得る。 

また、日本におけるコンテンツビジネスの意義は、日本の重要な工業製品であるデジタ

ル家電等の需要を牽引するものであること、日本文化を世界に広めることにより、日本

の存在を高められること、コモディティ化しやすい工業製品は大陸とのコスト競争に巻き

込まれやすい現状にある中、貿易外収入をもたらすこと、などである。 

このため、コンテンツビジネスは今後の日本をリードする産業の一つとして期待されて

おり、製造業に続く戦略産業としての振興が求められ、いろいろな施策の展開が期待さ

れている。 

具体的には、コンテンツの製造、流通過程への戦略的育成支援や法整備等が検討さ

れている。 

 

２． 日本のコンテンツビジネスの現状等 

 

日本のコンテンツビジネスについては、最近、政府等により現状の分析がなされている。

従って、本検討会においてはそれらを活用することとしたが、その骨子は、 

 

① ０１年の市場規模は１１兆円、このうちデジタル系１．９兆円、これが１０年には１５

兆円、デジタル系は６．３兆円になると予測される。 

② たとえば、世界のテレビアニメ放送の６割は日本製であり、海外へのライセンス収

入等は０１年には０．３兆円であり、１０年には１．５兆円が期待される。 

③ 知的財産そのものであるコンテンツは高い経済波及効果（次ページ参照：人気ゲ

ームキャラクターの場合、合計で波及効果は２．３兆円と試算）があるとともに、国

家ブランドの価値向上に寄与する。 

④ ただ、現状は産業構造的に流通部門が寡占的であり、製造部門が流通部門に依

存しがちであり、リターンの分配に偏りがある。 

⑤ 海賊版など知的財産に関わる権利保護にも今後留意する必要がある。 

  

                                                   



ゲームソフト
（売上930億円）

ゲーム機
（売上1000
億円）

テレビアニメ
（4-12歳児平

均視聴率、
40％以上）

カードゲーム
（売上1200億

円）

ゲーム攻略
本（売上154

億円）

玩具

ポケモン
ジェット（売
上3億円）

映画
（興行収入
220億円）

VTR/DVD
（売上30億

円）

漫画雑誌
月間120万
部発行）

漫画

ポケモン関連商品
4,000ｱｲﾃﾑ
7,000億円

食品

文房具

衣料

・・・

直接効果：１兆円

１次・２次波及効果を加算
［ポケモンの海外進出］

テレビアニメ：68カ国、25言
語で放映、映画：海外興行
収入2億8400万米ドル、ｹﾞｰ

ﾑボーイ：世界を含めると１
億台出荷、関連商品、海外
30,000アイテム、ライセンシー
500社・・・　

更に

【人気ゲームポケモンの波及効果】

２

波及効果合計：２兆３千億円
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図１：人気ゲームポケモンの波及効果 

【出典】経済産業省：新産業創造戦略（詳細は参考５関連ホームページを参照） 
 
また、今１５９国会においては、議員立法により、「コンテンツの創造、保護及び活用の促

進に関する法律」が可決された。（なお、コンテンツ制作資金調達の円滑化を目指した信

託業法改正案は継続審査となっている。） 

 

３． 東北における現状や課題等 
 

一般的に、コンテンツビジネスは、コンテンツの発掘（開発）、製造・加工、流通・配信、

認証・課金、回収の過程が典型的なビジネスサイクルであるが、中心的な機能が首都圏

に集中している。 

特に、いわゆるエンタメ系コンテンツは東京への集中がはなはだしく、同じ分野で対抗

することは余り現実的ではない。 
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このようなこともあり、東北においては、コンテンツへの取組みは、先進的な事例はあ

るものの、まだ緒に就いたばかりである。 

事例の一つとしては、山形県のデジタルアーカイブ構築があげられる。このアーカイブ

は旧通信・放送機構(現情報通信研究機構)の実験として構築されたもので、現在では、

利用促進協議会により、アーカイブの一般利用への取組みが活発に行われている。 

これらのほか、関連ビジネスとして、自然や広大な立地を活かして映画のロケ地として

選定されることがあり、ロケを支援するため、フィルムコミッションが設立されているところ

もある。                    

  

 
  
図２：えさし藤原の郷 政庁 

【出典】江刺市ホームページ 

 

また、人材育成の一つの手段として東北経済産業局を中心に、デジタルコンテンツグ

ランプリ東北が実施されている。このグランプリの目的は、デジタルコンテンツ産業をリー

ドするような人材・クリエーターの発掘とコンテンツ産業の育成並びに、東北地域からの

情報発信であり、東北の自然や民俗をイメージした作品が応募されている。 

技術面においても東北発のものもあり、また、首都圏並みのサービスも利用可能であ

る。 

東北発の技術としては、ソフトウェアシンセサイザーがある(㈱ピー・ソフトハウス)。これ

は、パソコン画面上にシンセサイザーを再現し、アナログでは出せない音を、直感的なマ

ウス操作で作り出せるのが特長で、映画音楽の制作への応用が期待される（同ソフトは

ソフトウエア・プロダクト・オブ・ザ・イヤー2004 を受賞）。 
サービス面では、デジタルコンテンツ配信に欠かせない認証サービスが開始されてい

る（（例：東北インフォメーション・システムズ㈱）。このほか、大量のデータを保管するイン

ターネットデータセンターサービスもいくつかの企業で取り組まれるようになった。 

以上のように、注目すべき取組みはあるが、産業的には育つまでには至っていない。

経済統計的にも、情報サービス業で見た場合、東北は全国の２．２％の比重を占める。

一方、この分野を含むソフトウェア・プロダクツで見た場合は、全国の０．２％に過ぎない

（経済産業省：平成１４年特定サービス産業実態調査確報）。 

 例えば、江刺市では古代の

歴史舞台であることを活かし、

テーマパークえさし藤原の郷

を開園するとともに、大河ドラ

マや映画のロケの誘致を積極

的に行っている。 
 この他、各種の映画祭の開

催に取り組んでいるところもあ

る。 
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４． 今後に向けて 

 

既にみたように、ＩＴネットワークによりコンテンツビジネスは一層の拡大が期待される。

しかし、企画・制作から流通までの関連産業の集積を考えた場合、東北におけるこの分

野への参画は他のハード製造と同様に、当面は限定された役割を分担し、徐々に産業と

しての裾野を広げていく過程が必要である。特に、マーケットの主流となるエンタメ系コン

テンツを狙うよりは、東北のリソースを活かすやり方を求めるほうが現実的である。 

また、コンテンツは非常に幅が広く、地域にも多数ある。これらのことに地域の人が関

心をもっていくことで、コンテンツの制作や発信を含む、広義のビジネスが活発になってく

る。 

これらを踏まえ、東北におけるコンテンツ及び周辺ビジネスの振興には、次のような方

向が望ましいと考えられる。 

 

① 首都圏との協業推進 

首都圏の企画・営業力を活かし、コンテンツ開発の中心である首都圏へのツー

ル（人的リソース、土地・景観）の提供を通じて、制作現場の集積と分散のバラン

スを図ること。これには、例えば、プログラム開発の契約関係だけではなく、フィル

ムコミッション活動による地域そのものの提供も含む。 

 

② デジタルアーカイブの計画的推進 

自然、民俗，歴史あるいはデザインその他の産業のアウトプットをデジタルコン

テンツの素材とし、これらをまとめていくデジタルアーカイブを計画的に推進してい

くこと。あわせて、これらコンテンツ制作への参画により、地場関連産業の技術力

等の育成を図っていくこと。例えば、宮城県は日本における工芸デザインの発祥

の地とも言われており、デザインミュージアムなどが想定される。 

 

③ 平成の大合併を契機としていかすこと 

特に現在進行している平成の大合併により市町村の括りが変わり、現在の地

域名が大幅に変更や消滅することが考えられる。そこで、既存の各地域のアイデ

ンティティを活かしながら、新たな統合を果たす上で、地域版のデジタルミュージ

アムを構築していくことは時期的にも適切と考えられる。 

 

④ ｅ―ラーニングへの応用 

コンテンツのデジタル化することは、ｅーラーニングとして教育面への活用も考

えられる。ｅーラーニングは、距離の制約を超え、時間を選ばない学習が可能とな

る。この結果、教育機会の拡大が図られ、カリキュラム管理など連動することによ

り、多様な教育・教授スタイルを提供することになるとともに、学習へも効果的と考

えられる。 

実際、新しい動きとして全国的には教育特区が石川県美川町に設置され、イン
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ターネット高校が設立されることになった例がある。 

また、近年話題の「ひきこもり」や、スポーツ選手への教育機会の提供が可能と

なり、一つの支援手段にもなることが考えられる。さらには、団塊の世代の引退が

間近に控えているが、これにより新たな教育需要が発生することも予想され、ｅー

ラーニングにより教育サービスの充実を図ることができる。 

産業面の最近の動きとしては、電子絵本の構想もあり、地域の技術を活かして、

新たなコンテンツ産業が生じる可能性がある。 

 

⑤ コンテンツへの関心の惹起 

このほか、コンテンツやコンテンツ制作への関心を高めることが必要である。地

域住民、自治体、学校や企業が密接に関わる地域においての様々な情報に関わ

るボランティア活動の中からいろいろなニーズを発見していくことが、事業創出に

つながっていくと考えられる。 

 

⑥ コンテンツ表彰等の場一層の活性化 

特に、映像コンテンツへの関心を引き起こすため、映画祭の活発化とそれへ

の支援が重要である。また、将来の制作者を養成するため、コンテンツ制作者

の裾野を広げる観点から、いろいろな分野のコンテンツのコンペを県単位に止ま

らず広域的に開催することも重要である。 

高校生を対象にしたマンガ等の全国大会（～甲子園）が開催されており、東北

高校など、多くの高校が成果を挙げつつある（今年度は準優勝）。この分野は従

来の枠のみにはとらわれず、広くコンテンツクリエイターの芽を育てていく必要が

ある。 

また、福岡県では産官学が連合して、アジアデジタルアート大賞を開催するな

ど、国内に留まらず才能を集める工夫がされている。 

 

⑦ 人材交流や人材育成の場の形成 

さらには、素材と技術と人の融合が特に要請される分野であるため、関心を持

つ異分野の人々が交流する場の確保、特に、大学関係者と情報交換の場作り、

将来的には、人材育成への本格的な取組みとして、大学院における専門コース

の設置等の検討も必要とされよう。 

全国的には、岐阜県のソフトピアジャパンにおける情報科学芸術大学院大学

が先進的といわれ、最近では、東京大学や慶応大学などでも、コンテンツ分野に

携わる人材育成を行う大学院コースが設置される動きにあり、この分野への関

心は高まっている(慶應大学ではデジタルメディア・コンテンツ統合研究機構が文

部科学省の戦略的研究拠点育成事業ＳＣＯＥに採択された)。 

 

⑧ 啓蒙活動の推進 

冒頭に、複製権がビジネスのキーであることを述べたが、代表的な知的財産で
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ある著作権の保護についても、随時、啓蒙活動を推進することが大切である。著

作権を尊重することにより、新たな才能が生まれ、ひいては、政府の志向する新

しい戦略産業が育つことにつながる。 

 

  

以上の方向を踏まえ、充実しつつある道路や通信などの社会資本を活かしながら、コ

ンテンツ開発の中心である首都圏との密着をはかりながら、コンテンツ関連ビジネスの基

礎的な集積をし、地力をつけていくことが一つの道と考えられる。 
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造 03 年 11 月号） 

・㈱富士通総研 著作権の経済学的分析に関する理論的枠組み(浜屋敏他 研究リポ

ート№１３３) 
・㈱三菱総合研究所、楽天㈱ 第１回ブロードバンド利用者調査結果(03 年１１月) 
・㈱日本総合研究所 コンテンツ・ビジネス振興のための制度整備の在り方(野村敦子、

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾘｻｰﾁﾚﾋﾞﾕｰ０４年４月号) 

・㈱電通総研 情報メディア白書 

・(財)デジタルコンテンツ協会 デジタルコンテンツ白書 
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第２章 委員からの事例紹介や意見 
 

 本章においては各委員より寄せられた事例紹介や意見、提案を掲載する。 

 

№１ 寺崎 敏男 委員 

 寺崎委員は山形デジタルコンテンツ利用促進協議会に参加しており、同協議会活動に

関連して、土門拳写真記念館アーカイブ化の紹介やデジタルコンテンツの事業化と絡ん

だ地域ＩＴ事業の創出モデルとして、県民参画型の産業・文化事業である「デジタル ミュ

ージアム オブ ヤマガタ」についての意見・提案例が出されている。 

そのポイントを簡単にまとめれば、 

①現在の市場開拓には従来型のマーケティング方法が通用しない②事業創出のネタ

は足元（地域）にある。県民・企業・ 学校・自治体が密接に関わる「領域」に真のニ

ーズ、シーズがある。 

継続した情報ボランティアの活動の中から参画するマーケティング（体感マーケティ

ング）により様々なニーズを発見することができる。③この「領域」の活動を支援し活

性化する事により、地域の特徴的な新しいタイプの 

商品・サービスを生み出す事ができる。 

の事項があげられる。ここでは、ポイントのみを掲記し、参考となる図を添付する。 

・ＩＴや技術革新はそれ自体は事業を生まない。

　　（基盤技術では勝負にならない。利用技術だけでは商売にならない。）

・現在の市場開拓には従来型のマーケティング方法が通用しない。

・継続した情報ボランティアの活動の中から参画するマーケティング（体感マーケティング）により様々な

　　ニーズを発見。

　　　　　　　　　　　　　　事業創出のネタは足元（地域）にある。

県民・企業・ 学校・自治体が密接に関わる「領域」に真のニーズ、シーズがある。

この「領域」の活動を支援し活性化する事により、地域の特徴的な新しいタイプの
商品・サービスを生み出す事ができる。

地域IT事業創出について

 

図３：地域ＩＴ事業創出についての見解 
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デ ジ タ ル コ ン テ ン ツ 資 産
形 成 事 業

マ ル チ メ デ ィ ア 推 進
協 議 会 事 業

県 民 参 加 型 コ ン テ ン ツ 事 業
「山 形 M apシ ス テ ム 」（仮 称 ）

支 援 ボ ラ ン テ ィ ア 形 成

企 業 支 援 体 制 構 築
地 域 自 治 体

支 援 体 制 構 築

デ ジ タ ル コ ン テ ン ツ
事 業 化 へ の 発 展

DIG ITAL　M USEUM 構 想 へ の 発 展

各 種 ワ ー ク シ ョッ プ の 展 開

地 域 ワ ー ク シ ョッ プ の 展 開

コ ー デ ィ ネ ー タ の 育 成 ・支 援

高 齢 者 活 動
グ ル ー プ 教 育 活 動

グ ル ー プ

主 婦 活 動
グ ル ー プ

研 究 活 動
グ ル ー プ

事 業 化

第 １段 階

第 ２段 階

第 ３段 階

山 形 県 地 域 IT事 業 創 出 モ デ ル

          

各市町 企業から
支援

・講師派遣　
・技術支援　
・ソフト寄贈
・共同企画　
・情報提供　

行政から
支援

・会場提供　　　
・広報活動支援　
・情報提供　　　

・講師、作業謝礼

ＮＰＯと
交流

・イベント共催
・情報共有　　
・講師派遣　　

他の団体と
交流

・イベント交流
・情報共有　　
・研修生交換　
・資格認定　　

人材育成、研究開発

メディアボランティア
・情報収集ボランティア
・情報加工ボランティア

・コーディネーター･ﾌﾟﾛデﾞｭｰｻｰ・デレクター　
・イベント企画、主催　

地区
メディア

ボランティ
地区

メディア
ボランティ

地区
メディア

ボランティ

メディアプロジェク
・企画立案、調整　　　
・他組織との連携　　　
・行政・他組織との調整
・助成金などの申請　　

ノウハウ共有、機器・人的交流

後方支援

県　全　域

実動部隊

DigitalImageCreationｓ ADOXTRS2003.6.25

ADOX
 

図５：県民参画型産業・文化事業  Digital Museum Of YAMAGATA 推進概念図

 

図４：地域ＩＴ事業創出モデルのイメージ 
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№２ 庄子 博 委員 

 庄子委員は柴田町におけるデジタルミュージアムの企画に携わっており、この活動に

関連して、アーカイブ等についての紹介や意見が出されている。その内容は、次のとおり

である。  

 

「地域におけるアーカイブ化への取り組み」 

 

１．現状 

地域という広域を視野に入れた視点が注目されてきています。 

地理的、歴史的な共通性を活かしたまちづくりや地方自治体の合併等に伴う共通の  

基盤作りの必要性等が背景と考えられます。 

また、今後の地方自治の流れとしての、住民を主体としたまちづくりの方向性も重要に

なってきています。 

これらを背景として、まちづくりの基本を行政と住民の協働に位置づけた場合、そ  

の枠組み作りの中で、住民活動を活発化させるための仕組みづくりが必要となってきま

す。 

住民活動支援センター、情報ネットワーク基盤、コミュニケーション基盤、文化施設およ

びデジタルミュージアム（デジタルアーカイブ）等が考えられます。 

特にこれらの中での、住民の直接的なまちづくりへの参画や地域情報、住民活動情報

を身近に感じられ、地域での生活の豊かさの実感が重要です。 

ここでは、まちづくりの仕組みづくりの中での地域のアーカイブ化についてのいくつか

の事例を紹介いたします。 

 

２．事例紹介 

－１）宮城県仙南地域におけるエコミュージアム構想 

   宮城県の南部に位置する蔵王連邦の麓に広がる自然豊かな地域です。 

   地域としてのこれからのまちづくりの一環として、とりあえず、２つの町から、エコミュ 

ージアム構想をスタートしました。 

   エコミュージアム構想とは、地域における、自然資源、歴史文化、生活文化、     

人的ネットワーク、芸術文化、産業遺産等に関する調査研究、実践およびボランティア

活動を行うものです。 

   さらに、地域資源のデジタルアーカイブ化により、情報の収集、記憶および     

発信を行い、住民の生活の豊かさと楽しみにフィードバックするものです。 

 

－２）宮城県、仙台市におけるデザインミュージアム構想 

   宮城県、仙台市で活動しているデザイナー、クリエイター、教育関係、企業等の有志

が集まり、デザイン発祥の地として歴史・伝統の継承、デザイナーの作品紹介や活動
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および新しいコンセプトを世界に向けて発信したいというものです。 

収集物の保存・展示としての博物館も必要ですが、情報化時代に合わせたデジタ

ルミュージアム（デジタルアーカイブ）の構築および情報発信も組み込まれています。 

また、エコミュージアムの分散型の博物館の考えを取り入れ、宮城県、仙台市に点在

する文化施設や工房等のネットワーク化を図り、住民の日常生活の身近なものとして

の実現を考えています。 

 

－３）東北福祉大学における芹沢銈介美術工芸館のデジタルミュージアム化 

   本美術工芸館は、芹沢銈介の型絵染作家としての活動と作品および収集     

物の展示を行っている常設館です。 大学のキャンパス内にあり、学生や一般市民に

開放されています。 

   今回の取り組みは、国内および海外の方々にもインターネットを通じてのアクセスが

可能なようにデジタルミュージアム化を実現したものです。 

 

－４）宮城県図書館の２２世紀を牽引する叡智の杜づくり構想 

   本構想は、宮城県図書館に所蔵されている貴重図書に関する保存、修復を      

目指すものです。 

   長期レンジの構想で、第一段階としての県の文化財指定に向けての相対評      

価や調査、第二段階としての資料の修復・複製および第三段階としての目      

録のデータベース化、写真撮影、デジタル化を図るものです。 

   さらに、デジタルアーカイブを通じての積極的な情報発信、ホームページでの公開、

総合学習・生涯教育の場での活用等への拡大も考えられています。（本項は紹介の

みです。） 

 

３. 今後への提案 

  住民の生活の場としての地域において、どういうまちづくりを理想と掲げ、直接の参画

により、いかに実現して行くか重要になってきています。 

  これらの活動において、まちとして、住民としての共通のアイデンティティを保有ため

のこれからの方策として、地域のアーカイブの構築が有効と思われます。 

日常の生活における地域資源の再発見、情報の記憶および情報発信を行うもので

す。 

地域における知的資源の拠点作りと更なる広域としてのデジタルアーカイブネットワー

クの実現が期待されます。 

  今回のテーマであるコンテンツビジネスの可能性についても、上記の進展の中で顕在

化してくるものと思われます。 
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№３ 塩原未知子 委員 

 塩原委員は尾花沢市において地域コンテンツの制作を豊富に手がけている。委員のこ

の経験に基づき、地域におけるコンテンツ制作ビジネスについて現状の紹介や意見が出

されている。その内容は、次のとおりである。  

 

「地域におけるコンテンツ制作ビジネスへの取り組みについて」 

 

1. 一般的な現状 

 昨今、日本のゲームや映画などでデジタルコンテンツ（ソフトウエア）ビジネスは益々有

望である。 

しかしブームになった「たそがれ清平」の映画に見られるように、地元では主に地域素

材提供だけになっており、良質のコンテンツがありながら地域のビジネスに結びつけられ

ていないのがまことに残念である。 

特に東北を限定して評価すれば、まだまだコンテンツ制作ビジネスとしては未開の地

であり、独特の感性をもった優秀な人材が育っても首都圏に吸収されているのが現状で

ある。地元大学等で学んだ卒業生も卒業後活躍の場が少ないため結局は首都圏に流出

している。 

東北地域は多様な地域性の中で独特の文化と風土が近隣でありながら細分化され、

今も根づいている場所であり、閉鎖的な社会構造が、逆に個性豊かな表現と作風を培っ

ており、コンテンツ制作の人材育成の土壌としては、今後 IT 教育と結びつけば面白い展

開が予想されると思う。 

 

2. TENPRESS の地域での取り組み状況 

 銀山温泉でおなじみの尾花沢市に首都圏から本社を移転してはや６年が経つ。 

 YTS（編注：山形テレビ）社の「山形ふるさと CM 大賞 2001」http://www.yts.co.jp で銀山

温泉を素材に、最優秀賞を受賞してから、地域の風景、歴史素材に着目してオリジナル

のコンテンツを作成中。主にインターネットで自治体や地元組織の情報発信や企業PRに

主眼をおいたデジタルコンテンツ制作の事業を展開している。 

悩みは、地域には同業のコンテンツ制作のデザイン事業所が少なく、制作時のマンパ

ワーの確保やスキルアップの場がなく、首都圏との繋がりを頼りにしている。自社では動

画などのコンテンツ制作には、機材の保有を最少限度の機材にとどめ、本社から車で１

時間ほどの山形市にある「山形県デジタルコンテンツ利用促進協議会」を利活用してい

る。3000 タイトルの地域コンテンツを保有する当協議会の活躍が期待される。メンバーで

ある事を今後の最大限活用していきたい。 

また今年から尾花沢市観光物産協会の IT 部門が立ち上がり、観光 PR とインターネッ

トを利用し、地元独自の情報発信で積極的な PR を首都圏に展開しようとする動きが高ま

ってきた。県の代表的な温泉観光地としての「銀山温泉」の雪景色などが首都圏のメディ
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アでよく取り上げられるが、どれも本来の魅力を十分に発揮しきれていない。地域独特の

「文化遺伝子」を「土着のニュアンス」ごとダイレクトに伝えるために「旅人の目」でない活

きたコンテンツの蓄積をしてゆきたい。また、注目されていな地域コンテンツの発掘を支

援、これら（種）を、観光 PR や学校教育の素材などと組合わせて地域にダイレクトに還元

できるデジタルコンテンツビジネスに展開し、地域の経済活動、人材育成になんらかの新

しい流れを作りたいと考えている。 

 

3. 市場拡大、人材育成その他の課題 

ブロードバンド普及で業界が大きく変わりつつある。インターネット越しに首都圏の制

作会社とのコラボレーションも容易な昨今、ここは環境のいい制作現場の提供など首都

圏からの技術者、アーティストの交流もねらい目ではあるが、どちらにしろ、制作現場の

集積と分散のバランスが今後のコンテンツ制作発展のキーワードといえそうだ。反面ネッ

トワークごしのデジタル制作における守秘や著作権、販売方法の確立などにまだまだ問

題が山積みである。 

地域に特化した使い方としては、学校の副読本として配布される教科書の動画配信や、

学校間のネット交流を含むデジタル化の促進、自治体の広報紙のインターネット配信、

首都圏交流の広がりなどを考慮した公共コンテンツの市場も地域コンテンツアーカイブの

観点から着目してゆきたい分野である。 

 

4. 今後必要な事項 

個人や企業の作品に対しての著作権保護や地域文化のアーカイブ素材に代表される

公共ともいえるデジタルコンテンツの著作権保護。ネット配信の有料化と無料化のバラン

ス。地域素材をどのように蓄積（伝承）し利活用して地域に還元していくかが大きな課題

である。例えば、“方言”や“とんと昔”で語り継がれる地域で生きるための教訓（物語）に

は時代を越えた「愉快」がある。途絶える前にさまざまなカタチでアーカイブする必要があ

る。ゲーム世代の子供達にとっては、全国的な感覚で作られるデジタルコンテンツの反

乱の中、地域性をもっともった素地を磨く事も重要であり、コンテンツ制作クリエーターが

自らの感性を磨くために共同制作体制「切磋琢磨する環境」がもっとも必要なのかもしれ

ない。 

 

５．政策の支援が有効な具体的な事項 
項目だけを列挙すれば、次のようになる。 

①著作権保護   ②良質なコンテンツの推奨  ③人材育成のための支援       

④ 人 材 、 素 材 発 掘 の た め の マ ッ チ ン グ 支 援   ⑤ 制 作 環 境 機 材 の 集 積         

⑥定期的な交流の場の提供          ⑦IDC 認証局／協議会事務局等の支援 

⑧ソフトウエア、コンテンツ制作への正当な報酬、評価基準の策定 

参考：「山形県デジタルコンテンツ利用促進協議会」 http.//www.archive.gr.jp 
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№４ 藤原 功三 委員 

 藤原委員は現職において、地域コンテンツの流通等に取り組んでいる。ここでは、地域

コンテンツの例として、今年１月に行った、地域情報メディアを創出する取り組みである、

「Ｓｅｎｄａｉ Ｔｏｗｎ Ｖｉｓｉｏｎ」を中心に紹介する。 

 

「地域コンテンツの例」 

 

【一般的な現状】 

現状を把握する前提として、地域コンテンツの定義を明確化する必要がある。既存メ

ディアで配信されているコンテンツを取り上げてみても、その範囲は広い。 

（例）テレビ、CATV、ラジオ、新聞、雑誌、出版、パンフレット、ポスター、Web サイト 等 

また、さらに定義を広げると、そこには膨大な地域コンテンツが存在することがわかる。

（例）博物館、歴史資料館、美術館、図書館、文化遺跡、自然環境、観光スポット 等 

同時に、上記以外にも、無形文化としての地域コンテンツも存在する。 

（例）演劇、郷土芸能、音楽演奏、パフォーマンス、職人技、郷土料理、民話 等 

加えて、地域教育機関などで制作される様々な作品も、埋もれた地域のコンテンツと

見ることも可能である。 

（例）専門学校、短期大学、大学・大学院等の作品、中学・高校のクラブ活動で制作し

た作品、市民サークル・ボランティアグループによる作品 等 

地域で制作された知的財産という意味では、特にローカル的ではない内容であっても、

地域（から発信された）コンテンツと見ることもできる。 

（例）コンピュータソフト、ゲームソフト、映画、音楽、アニメ、文芸作品、デザイン 等 

さらには大学、その他の研究機関による研究成果なども、こうした知的財産のなかに

加えられなければならないかも知れない。 

このように見てくると、地域コンテンツを、コンピュータを使って制作したデジタルコンテ

ンツの一種として眺めるだけでは捉えきれないことがわかる。したがって、地域コンテンツ

の現状といっても、視点の置き方によってその内容は大幅に変わってくる。 

 

では、これをデジタルコンテンツにフォーカスするとどうか。 

実際、印刷の分野でも、テレビ番組制作や新聞・雑誌等の編集でも、デジタル化が進

んでいる。一見“デジタルコンテンツ的”ではないものであっても、実態はその制作プロセ

スの場面などでデジタル化が進んでいる。そうした意味では、かなりのものがすでにデジ

タルコンテンツであるともいえる。 

例えば、既出のテレビ番組や CM がデジタルアーカイブ化（テレビ山形の話）されてい

たり、専門学校生が制作した作品がデジタル化されて保存されている（東北電子専門学

校の話）という状況が確認されている。各地の博物館や図書館が保管する貴重な資料を

デジタルアーカイブ化するという動きも各地にある。新聞等の紙媒体の編集作業もデジタ
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ル化されて久しいと聞く。 

こうした状況を踏まえると、すでに顕在化しているもの、埋もれているものなどを含めて、

地域にはすでに様々なコンテンツが数多く存在していると考えられる。つまるところ、地域

の生活様式（ライフスタイル）とそこで展開されている様々な文化的行為そのものが地域

コンテンツであるとみなすこともできる。 

したがって、地域コンテンツ流通の活性化にとっての問題とは、その種類や数が少な

いことではない。むしろ、地域に潜在する魅力的なコンテンツ素材を発掘し、積極的に外

に発信する力が足りないことではないか―という仮説が思い浮かぶ。この仮説のもと、以

下にコアネット東北が 15 年度取り組んだ実証事業について紹介する。 

 

【コアネット東北の取り組み状況】 

 コアネット東北では、上記のような問題意識を前提にして、IT 技術を活用しながら地域

で十分に活かされていない資源を引き出し、新たな地域情報メディアを創出する取り組

み「Sendai Town Vision」を行った。 

 本件は、15 年度の経済産業省情報家電協調基盤整備事業の採択を受け、仙台市を主

な実証フィールドにして実施した。 

 

 この取り組みの主な特徴は、以下のとおりである。 

 

- 地域コンテンツ制作に専門学校の学生を組み込んだ 

- 地元のコンテンツプロダクション事務所やクリエータなどの専門家と学校間をテレ

ワーク環境で結び、ヴァーチャルな共通コンテンツ制作フィールドを組み立てた 

- とり上げるコンテンツは、地元商店の情報や自治体等が流したい公共情報、一般

市民の様々なメッセージなど、地域に根ざした情報に拘った 

- 配信チャネルの主体を街角に設置したディスプレイモニターとし、各モニター間を

ネットワークで結んで、一ヶ所のサーバからダウンロード配信した 

- Web サイトは、副次的な配信チャネルとして位置付け、主に市民やクライアントか

らの申込みや情報受付機能主体で活用した 

- 配信コンテンツの更新は原則として１週間ごと。モニター設置箇所の特性に応じ

て配信内容を変えることが可能 

 

【課題】 

 地域コンテンツ流通ビジネスの活性化には、3 つの発展段階があると思われる。 

一つは、地域が自ら有する豊かなコンテンツ資源に気づき、それらを先ずは地域自身

が再発見する段階である。 

二つ目は、それらの資源を地域が自らがとりあげ、地域自身の手でコンテンツに仕上

げ、域内で自立的に流通促進させる段階である。 
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三つ目は、こうして地域が再発見し再確認したコンテンツを外部に対して発信していく

段階である。 

このプロセスを通じて、世界に通用するハイレベルなコンテンツやクリエータが出現す

る期待も膨らむだろうが、それを狙い過ぎるあまり拙速で結果を求めることはいかがなも

のかと思う。優れた才能を開花させるには、それを豊かに育てる土壌がいる。土壌もない

ところにいきなり才能の開花だけを求めるのは、あまりにも都合が良すぎるのではない

か。 

 

なお、「Sendai Town Vision」の取り組みを通じて、我々なりに地域コンテンツ流通に関

わるいくつかの課題が浮かび上ったので紹介したい。 

 

- 地域の人々の意識を変える必要がある。多くの方が地域の情報発信は誰かがや

ってくれると考えがちであるが、そのような他人任せの意識では地域コンテンツ流

通の活性化を支える土壌からは遠い。自分たちが行っている商売の内容や生活

周囲の身近な事象にもっと注意を払い、外部に対してどのように発信できるかと

いう主体的な視点を養うべき。 

- コンテンツ素材をもつ立場の人間も、デジタルコンテンツ制作プロセスや技術に対

する基本的な知識を共有し、制作側とスムーズなコミュニケーションがとれるよう

にする。 

- コンテンツ制作の勉強を行っている若手に対して、地域社会がその力を発表する

機会を与えるるとともに、実社会との交流を通じ実践的教育の場をも提供する。 

- 過大なコストをかけずスピーディーに地域コンテンツを生み出す仕組みを、地域

社会自体に組み立てる。そのためには、学校等地域にあるもののうまく地域社会

の活性化に活用されてこなかった資源に着目する。 

- 地域内で自立的にコンテンツ制作・配信事業が維持できる相互扶助型のビジネ

スモデルを実現する。 

- 日頃から市民の目に触れる情報チャネルを用意し、地元情報に対する市民の関

心を高めるとともに、ローカルテレビ局や CATV などの既存メディアとの相互連携

により、高いシナジーが発揮できるスキームを実現させる。 

- 地域コンテンツ流通が他エリアに拡大していく相互的な仕掛けのあり方を組み立

てる。 

- 個々の素材を組み合わせ、受け手にとって魅力的な情報コンテンツに組みあが

るよう、編集・表現・ストーリーテリング力を有する人材を育成する。 
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2004/6/28 6

1515年度の配信コンテンツ（番組）の概要年度の配信コンテンツ（番組）の概要

◆一般クライアントＣＭ　約６０本　

「「１．まちかど広告」　１．まちかど広告」　

「「２．地域情報サービス」　２．地域情報サービス」　

「「３．オープン・メディア」　３．オープン・メディア」　

◆自治体情報　８本　　宮城県・・・【食産業・商業振興課】宮城の食材ＰＲ

　　　　　　　　　　　　　　　仙台市・・・【市民生活課】歩行禁煙キャンペーンＰＲ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【リサイクル推進課】ゴミ分別キャンペーンＣＭ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【地域商業支援課】地元商店街イベント取材（仙台ライブタウンパフォーマンス）

◆取材コンテンツ　　約２５本　（ランチ、グルメ、ファッション、雑貨、クッキング、ハウジング、イベント情報等）

◆その他コンテンツ　約３０本　（観光情報、プロモーションビデオ）

◆市民参加型コンテンツ　随時　（２カットメッセージ、デジタル掲示板）

●コンテンツの尺　　３０秒～5分/本

●番組の編成　　　　ＣＭとその他コンテンツを交互に組合せた30分単位のプログラムを数パターンつくり、
　　　　　　　　　　　　　その組合せで番組を編成する。

●配信時間帯　　　　平日：午前１０時　～　午後８時、　土日：午前１１時　～　午後７時

●コンテンツ概要　　（以下のとおり　↓）

コンテンツ総数　約１３０本
うち８本が専門学校学生の
みなさん制作によるＣＭです。
ユニークさ、斬新さ、話題性
などで注目度は抜群でした。

次年度はより多くの学生の
みなさんにご参加いただき
たいと考えております

          図６：Sendai Town Vision の取り組み 
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№５ 田中 知男 委員 

 田中委員は宮城コンテンツクリエイターズ協議会に参画するとともに、幅広いコンテンツ

の制作や普及に取り組んでいる。委員の経験に基づき、特に教育分野におけるデジタル

コンテンツ利用等について意見が出されている。その内容は、次のとおりである。  

 

「（小・中）独学教育支援について」 

現状 

子供の数が減って行くのに対し、逆にひきこもり、不登校者数が増えている現状であり、

結果として学校に行かない、行く事が出来ないなどの事実問題があります。これら問題と

しての奥は深いのですが、学力低下防止、コミュニケーション不足などの対策を考えなけ

ればならないと思います。また、長期入院などにより学校に行けない事情の子供もいる

かと思います。 

また、別の視点から考えると、そもそも学校での勉強は、集合学習が基本であり先生

の説明を生徒全員が理解しているかどうかは不明であります。１回の説明では理解出来

なかったが、２回聞いたら理解できるケースなどもあるかと思います。聞き逃したら全くわ

からないという事もあります。 

 

問題解決 

 小中学生向けのインターネット利用によるオンデマンド型教育を充実させ、一人ひとり

に対して適切な指導、コミュニケーションが出来るような遠隔学習組織（教育支援）を作り

基礎学力を養って行く。 

 

メリット 

1. 学校に行かない、行けない子供の学力低下防止。（海外にいる子供にも適応） 

2. コミュニケーション能力向上に繋がる期待。 

3. 予習、復習、反復学習などに利用出来る。 

他１）学校教育方法がいずれ変わるのでは？。（確実に IT 化は進む） 

他２）学校として遠隔学習を採用して行く事はいずれ必要になる。 

他３）塾などに通う時間、費用などの削減に繋がる。 

 

媒体コンテンツ 

1. インターネット完結型（オンデマンド学習） 

2. インターネット＆紙（書いて覚える事は必要であり、また、日本の文化ではないでしょ

うか） 

3. CD-ROM＆インターネット 

  

 特に１のコンテンツ提供が主流となるが、２のコンテンツ提供も重要と考えている。 
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当社の取り組み状況 

インターネット完結型として現在 e ラーニングコンテンツとしては映像、パワーポイント

型が主流で制作しているが、フラッシュコミュニケーションサーバー利用のコンテンツ制作

も力を入れている。また、インターネット＆紙のコンテンツとしては、例えばインターネット

で漢字の書き順などを学習し、練習用紙としてきれいにプリント（SVG：編注；グラフィック

による表示）し、実際に書いて覚えるとか、解説と問題を一体化してプリントするなどのコ

ンテンツ制作を行っている。現在 LMS（編注：ラーニング・マネジメント・システム）サーバ

ーにより分析などを行い、分析結果から一人ひとりに合わせた学習、問題内容の提供な

どに取り組み中。 

 

市場性 

市場的には教育改革としてクローズアップされている事もあり高いと思います。また、

ひきこもり、不登校者数、海外在住者数なども減る事はないと考えた方が良いと思うので

必要性としても高い。初等教育における IT 化はこれからが本格化となる。 

 

課題 

当社ではコンテンツ制作は出来るのであるが、学校教育に関する教材設計、指導など

のノウハウが乏しい事から、質問などに対しての適切な解答などに不安があるので、教

員資格者、専門資格者の協力が必要であると思っています。 

 

必要事項 

独学教育支援として IT を利用して行くには、教育設計をしっかりとし、学ぶ楽しさを教

材コンテンツに取り入れながら、極端言えば学校に行くよりも学習効果が高いと思うよう

なコンテンツを提供して行きたいので、例えば覚えが悪いのは生徒の努力が足りないと

嘆く前に、教え方が悪い、改善しなければならないという姿勢は必要と思います。 

 

教育設計を考える人、教材を作る人、管理する人などなどが必要になりますが、特に

教育設計、質問などに関する解答などは、学校関係を定年退職された方、教育資格を取

得されている方々を中心に協力頂ければ可能なのではないかと思っています。 

 

教材、学習者管理、配信などは一極集中で行い、教材提供としては、全国から協力頂

き、教材制作に関しては弊社中心に対応させて頂ければと思います。教材提供者には

質問などに答えていただくような仕組みが良いのではないかと思います。 

 情操教育も重要と考えるので、教材に関しては、芸術、道徳などについても取り入れて

行きたいと思います。 
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政策の支援 

 小中学生時代における基礎学力、性格形成、コミュニケーションなどのありかたなどは

重要であるので、引きこもり、登校拒否者支援活動として、学力低下防止策として、また、

IT 利活用の普及として独学教育支援事業を支援して頂きたいと思います。 

 

その他 

 生涯学習としてのスタイルもまだまだ集合教育のスタイルが多いかと思いますが、コン

テンツによってはアーカイブして行き、インターネット（IT）学習も出来るようにして行く事の

メリットは大きな貢献となるかと思います。 

 

設備・予算・スケジュール 

今後、詳細について関係者と検討していきたい。 
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№６ 畠山 慶輝 委員 

 畠山委員は代表的なデジタルコンテンツであるゲームソフトの開発を数多く手がけてい

るほか、独自にコンテンツ制作のソフトウェア開発に取り組んでいる。委員の経験に基づ

き、地域におけるコンテンツ制作関連ソフトウェア開発について現状の紹介や意見が出さ

れている。その内容は、次のとおりである。  

 

「コンテンツ関連ソフトウェア開発への取り組み」 

 

 １９９０年、ソフトウェアの開発を目的に有限会社ピー・ソフトハウスを設立（２００4 年４

月 株式会社ピー・ソフトハウスに組織変更）。大手メーカーのコンシューマゲームソフト

やエンターテイメント施設用ソフトの開発、デジタルコンテンツ等の制作を主な業務として

きた。 

 ２００２年、当社提案の「水彩画調レンダリングエンジン」が、平成１３年度コンテンツ制

作基盤技術等開発事業に採択され、コンピューターグラフィックスの新たな表現手法とし

て、当社で基礎技術の研究とプロトタイプの制作を行った。これをきっかけとして、自社が

有する技術やノウハウやクリエイター個人の感性をカタチに出来ないか、という声が上が

り、自社ブランド製品の開発を目的とするプロジェクトチームが編成されるに至る。音楽コ

ンテンツ及び映像コンテンツ分野それぞれに「オーディオプロダクツ」「ヴィジュアルプロダ

クツ」と称し、２００２年より２ラインの製品開発に着手。また、流通手段として独自のオン

ライン販売システムを構築し、国内に留まらず、当初から海外への販売を視野に入れた

ルート構築を試みる計画を進めた。 

 ２００３年７月、最初の自社製品となる「VOID Modular System」（以下 VOID）を発表、間

もなく海外への販売も開始。 

 

図７：ＶＯIＤ 画像イメージ 

 

 VOID Modular System は、パソコンの CPU

能力のみを利用して発音可能なソフトウェアシ

ンセサイザーである。特別な楽器（ハードウェ

ア）を必要とせず、パソコンにソフトウェアをイ

ンストールするだけでパソコンを高機能な楽器

として用いることが出来るプロ用途向けの音

楽製作支援ツールである。本ソフトウェアは、

今までにない自由度の高さ、ソフトウェアの特

質性が国内外で高く評価され、各国からの問

い合わせや、日本・ドイツ・イギリスの音楽情

報誌に記事が掲載されるなど、大きな反響を

得ている。 
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 もう一つの製品ラインであった「Pencil+」も同時期にリリース。 

 Pencil+は、鉛筆画のようなストローク表現を実現したノンフォトリアルスティックシェーダ

ーである。繊細なペン画から鉛筆画ラフスケッチや色鉛筆のような表現など、従来の冷た

いイメージを持つコンピューターグラフィックスに手描きの温かさを与える本製品は、新し

い表現を模索するクリエイターからの多くの支持を得ている。 

  
                 図８：Pencil+サンプル画 
 

 ２００３年のリリースとなったこれら２製品は、当社にとって全くの新規分野への参入で

あった。ニッチ市場参入という側面もあり、シビアな評価もあったが、それ以上の評価や

今後の展望、指針として非常に有益なデータを得る事が出来、自社のノウハウの蓄積に

も繋がる有益な取り組みであった。 

 

        
図９：Liquid+ サンプル画 

 
 自社製品開発への取り組みの発端は、クリエイターが持つ自由な発想の手助けとなり、

新たなコンテンツの創造に寄与したいと願うものである。なぜなら、我々自身がクリエイタ

ーであるからに他ならない。 

 事業への取り組みは始まったばかりであり、今後は更なる努力と研究が求められて行

く。我々にとって、臆することなくチャレンジしていく精神こそが、今後の取り組みにおいて

最も重要な要素である。 

３作目となる製品「Liquid+」は、冒頭に記

した「水彩画調レンダリングエンジン」の

製品版である。支援事業でのプロトタイプ

版に大幅な改良と機能追加を行い、水彩

画に留まらず、油絵、水墨画などのかつ

てない全く新しい表現を実現する製品と

なっている。 

 

Liquid+
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№７ 藤井 一樹 委員 

 藤井委員は様々なブロードバンド配信システムの構築等を幅広く手がけている。ここで

は、コンテンツの集積や配信に必要になると考えられるインターネットデータセンタの動

向等ついて、現状の紹介等がされている。その内容は、次のとおりである。  

 
「デジタルコンテンツとｉＤＣについて」 

 

１．データセンタに対するニーズの移り変わり 

  ハードウェア・ソフトウェアを資産とし、事業に供する企業は装置産業化として、巨大デ

ータセンタサービスを始め、データやコンテンツの生成や加工を事業中心としている企業

は、ハード・ソフトの負担を軽減したいと考え、データセンタ利用による業務・資産の効率

化の方向にある。 

 

２．コンテンツ業界とｉＤＣの関わり 

  データやコンテンツは、それを作るのに手間暇（元手）がかかるため、それを副次的に

繰り返し利用して投資回収を図らなければならない。しかし、データの価値というのは、

個々の切り離されたデータだけでは計ることが難しい。データが生成された過程、そのデ

ータが生まれた経緯、利用実態を知って始めて意味を持つ。その意味をカテゴライズしテ

キスト等の判読可能なデータを付して整理する必要がある。こうして整理されたデータは、

重要であればあるほど、自分で管理するよりも、もっと信頼の置けるところ（ｉＤＣ等）に管

理してもらいたいとのニーズが発生する。これは、いわば銀行預金をするようなものであ

り、こうしたデータやコンテンツの制作側とそれを保管整理するデータセンタ側に分かれ

て発達しようとしている。 すでにビジネス、学術的な分野それぞれでデータの入出力や

伝送系が整うにつれ、膨大なデータが蓄積されるようになり、さらに過去のアナログデー

タも再利用のためにデジタル化され蓄積されはじめている。（デジタルアーカイブ化の進

展） 

 そして、この発達はデータの運用・再利用をいかに効率的に行うか、データ管理上のポ

イントは何かといった点においてｉＤＣサービスの展開に直結している。 

 こうしたコンテンツ管理サービスシステムは、実際のビジネスの裏側に要求されるデー

タ管理をどうのように実現し、特に顧客から預かるコンテンツをいかに安全にしかも高速

に処理を行うかを考える必要がある。動画を含めたコンテンツの扱い、分散環境への対

応など、大容量データをどの作業レイヤで、どう扱うかがサービス提供者への大きな要

求であり、こうした要求は、高速なネットワークとバックアップまで含めてデータセンターを

活用することで実現されようとしている。 

iDC を運用する立場では、データ管理のアウトソーシングというサービスも出始めてお

り、こうしたブロードバンドネットワークとデータセンターを利用したシステムも可能になり

つつある。（ｉＤＣサービスの多様化） 



コンテンツ・アプリケーション・レイヤ

映像・画像配信　音楽配信　電子書籍　オンラインゲーム
ファイル・プログラム　ＡＳＰ　ｅラーニング

ＩＳＰ　ｉＤＣ　セキュリティ　ＣＯＮ　

ＡＤＳＬ　光ファイバ　無線ＬＡＮ　広域イーサネット
ＩＰ－ＶＰＮ　ＢＳデジタル　ＣＳデジタル　携帯電話・ＰＨＳ

ＰＣ　携帯電話　ゲーム機
ネット家電　デジタルＡＶ機器

ネットワーク・レイヤ

ｉＤＣに

おいて
管理を
求めら
れる
レイヤ

ｉＤＣのサービス

・データ管理
・データ整理
・ＡＳＰでのデータ
入出力提供

・ｾｷｭﾘﾃｨ管理

端末・レイヤ

プラットフォームレイヤ

コンテンツ提供者

サービス利用者
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３．ｉＤＣ利用の方向性 

このような流れの中で、顧客とサービス提供者がｉＤＣを介してネットワークで接続され

る時代になり、受発注情報から入力されるデータ、さらには再利用のためのデータなどが

全てネットワーク上を流れて行く工程が形成され、データの紛失や破損などやシステムダ

ウンも許されない状況となっている。（データセンタの安全性追求） 

このような環境を実現するため、データセンターを活用したシステム構築、または ASP

サービスを利用するという方法が注目されつつある。コンテンツビジネスのバックアップ

の考え方、ストレージデバイス・メディアの今後を運用も視野に入れ、ｉＤＣの有効活用を

検討すべき時が来ていると言える。  

  デジタル情報を扱うレイヤーを以下の４レイヤー（ユーザに近い順に 端末レイヤ、ネ

ットワークレイヤ、プラットフォームレイヤ、コンテンツ・アプリケーションレイヤ）と分けて考

えた場合、これからのｉＤＣはネットワーク～コンテンツ・アプリケーションまでの３つのレイ

ヤーを管理・運用することが求められてきている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10：レイヤー区分と iDC の位置付け 

デジタル情報流通市場のキートレンドとして、ブロードバンド化、IP 化とそれに伴う、コ

ンテンツビジネスの本格化がある。さらに、ASP やオンデマンド・コンピューティング等の

ネットワークを通じたサービスも拡大する見通しであり、ｉＤＣはデジタル情報流通発展の

中核を担うサービスとしての変化を求められている。 

 

今後のｉＤＣビジネスの進展の予測例としてＩＤＣ ＪＡＰＡＮ（株）では、「国内データセン

ターサービス市場   2003 年の分析と 2004 年～2007 年の予測：ユーザー調査結果考

察」では、国内データセンターサービス市場をコロケーション、ホスティング（プラットフォー

ムレイヤ）IT サービス（アプリケーションレイヤ）の 3 セグメントに分類し、2007 年までの市

場規模を予測している。 

 その報告では、企業の経営戦略として IT アウトソーシング利用が促進される市場環境

を受け、IT アウトソーシングの拠点となる国内データセンターサービス市場は、引き続き
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成長が予測されるとされ、理由として「IT サービスによる牽引」によって年間平均成長率

は 15.4％と高い成長を示すとされている。 

また、「IT サービスによる競合他社との差別化戦略が進んでいるが、ユーザー企業は

コスト削減を優先させ、運用・管理といった必要最小限の IT サービスのみを利用している。

限られた IT サービスの内容では、事業者間の優劣はつけにくい。サービス事業者は ITIL

や SLA を積極的に導入し、可視化されたサービス管理をユーザー企業との間で行なうこ

とが重要である。」と提言されている。 

 こうした動きの中で、差別化し拡大すると想定されるのがデジタルコンテンツビジネスを

視野に入れたサービスと考えられる。ネットワークの充実によって次に大きなニーズが生

じるのは「情報を見たい」「利用したい」との欲求でえあり、デジタルコンテンツビジネスを

意識したｉＤＣのサービスはこうした管理運用面やＩＴサービスを通じたデータ提供だけで

なく集積された情報を対価を付与して流通させるトレーディングセンタ的な役割も必要と

される。せっかく預けられた「銀行預金（デジタルコンテンツ）」を安全に保管するだけでな

く、その価値を最大限に引き出し付加価値を付けて預託者に還元する情報ファイナンシ

ャル的な要素が盛り込まれなければならない。情報に対する対価の設定について定まっ

た評価を付けることは極めて難しいが、例えばｉＤＣが連携することにより情報流通のトレ

ンド（株価市場的な）を定める事によってビジネスルールを作成することも可能と考えられ

る。 

鮮度の高い情報、ニーズの高い情報の対価が高いことは当然だが、再利用に有効なキ

ーワードを素材に付してアーカイブ的に蓄積することで付加価値を高め、再利用を促すこ

とも可能となる。 

位置情報の付加による整理

時
系
列
の
付
加
に
よ
る
ア
ー
カ
イ
ブ
化

ニュース
天気

占い
旅行

バーゲン
コミュニティ

グルメ
市場調査

モデレートによる再整理

アーカイブ情報＝情報への再対価設定

鮮度重視の情報であっても、明確にカテゴリ分けを実施し再整理を行うことで
情報対価の再設定を行うことが可能。この場合、情報提供者に対しての対価
を支払った後の再利用としての整理を行うことで情報データベースサービス業
としての可能性も出てくる。

鮮度の高い情報販売事業

整理蓄積された情報販売事業  
        

     図 11：アーカイブ化の視点 
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（参考）データセンタの例 

 次の写真は弊社のデータセンタの例である。 

 堅牢なビル構造（震度７程度の耐震性、発電設備、消火設備など配備）及び 24 時間監

視体制の厳重なセキュリティー環境を必須のものとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ラック外観                  オペレーション室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ラック内部                    有人監視 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 12：データセンターの内部 
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参考１ 関連する団体の意見（抜粋） 
 
 経済団体からこの分野に関して政府主催の会議等へ意見が出されており、代表的なも

のを紹介する。 
 
 
（社）日本経済団体連合会より知的財産戦略本部への提言 

「知的財産推進計画」の改訂に向けて（０４年３月１６日付） 

 

Ⅰ．特に推進すべき課題 よりの抜粋 

 

２．コンテンツビジネスの飛躍的拡大 

日本のコンテンツ政策は諸外国に比べ極めて遅れており、アニメやゲームなどかつて

日本がトップであった分野でさえ、競争力を失いつつある。こうした危機感を国民が共有

し、コンテンツを日本の将来を支える柱の１つとして育成・強化するためには、コンテンツ

政策を早急に国家戦略として打ち出さねばならない。国は各分野にわたり抜本的な施策

を明確に示すべきである。 

 

（１）人材育成 

コンテンツ産業の振興には、特に国際展開を視野に企画・製作し、資金調達やライツ・

マネージメントができる映像プロデューサーや、制作全般に通暁し国際競争力のある作

品を制作できる人材の育成確保が急務である。高等教育における学部・学科、大学院等

の創設も含め、専門人材育成に向けた大学等の自主的な取り組みへの支援強化、裾野

教育の充実を行う必要がある。また、総合的に映像産業全般の振興を推進する機関設

置を支援すべきである。 

 

（２）コンテンツ振興税制の創設 

競争力あるコンテンツ創造には、製作環境の整備、中でも税制は極めて重要である。コ

ンテンツ産業の特性に応じた税制上の措置を総合的に整備すべきである。 

 

（３）ロケーションの円滑化 

国や自治体の管理する施設や公共施設におけるロケーションへの便宜供与は、観光

誘致効果や直接の経済効果も期待できる。ロケーションを円滑に進めるには行政の便宜

供与のルール化が必要である。特に東京が率先してフィルムコミッションを充実させる必

要がある。 

 

（４）東京国際映画祭および東京ゲームショウ等、国際的なコンテンツ関連イベントに対

する支援 

映画やゲームなどの国際的なイベントを世界的に権威・独自性あるものとするとともに、
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音楽、テレビ番組などを含め、世界の有力なコンテンツマーケットに成長させるよう、施設

面の充実を含めた政府支援を拡大すべきである。 

また、東京国際映画祭と近接した時期に、そのほかのコンテンツ関連イベントを併行

開催し、集中的・世界的にアピールすることを官民一体で検討すべきである。 

 

（５）権利情報データベース整備への支援 
コンテンツの２次利用促進、クリエーター、実演家等への正当な利益の分配を行う基

盤として、権利情報のデータベースの構築が不可欠である。 

 

（６）万引き・コンテンツ不正複製への対応 

事業発展の障害となっている万引きや不正複製を未然に防止する観点から、各業界

の啓発活動を政府も支援すべき。また、盗品売買が想定されることから、古物営業法に

係る規制見直しや自治体の青少年健全育成条例改正を行うべきである。 
 

（７）コンテンツの社会的影響に関する調査・研究 
高度の倫理性・自己規律が求められていることを自覚し、表現に関し自主的な取り組

みの実施が必要。政府も、コンテンツに関する国民の理解が深まるよう努めるべきであ

る。 
 

（（社）日本経済団体連合会 政策提言ホームページより） 

 

 

 

（社）関西経済連合会から知的財産戦略本部コンテンツ専門調査会への意見 

コンテンツビジネスの振興に関する意見(０３年１０月３１日付) 

 （関西圏に関わる部分の全文掲記し、他は標題のみ） 

 

１．人材育成 

（１）コンテンツクリエーターの育成 

（２）プロデューサーの育成 

（３）コンテンツビジネスに明るい法律家の育成 

 

２．多様な資金調達の可能化 

（１）信託業法の改正による円滑な資金調達の可能化 

（２）日本版「完成保証制度」の創設 

（３）コンテンツ価値評価の仕組みの構築 

 

３．海外展開の推進 
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４．コンテンツ流通促進のための著作権の保護 

（１）海賊版対策の強化 

（２）輸入権への対応 

（３）課金システムの構築 

 

５．関西におけるコンテンツビジネスの振興 

わが国のコンテンツの多くは、プロデューサー、クリエーターおよび各種メディアが集中

する東京において制作されているのが現状である。しかし、わが国のコンテンツビジネス

が飛躍的に発展するためには、長い歴史と伝統を持ち、わが国の文化の発信源である

とともに、人材を有する関西において振興していくことが重要である。国においても格別

のご配慮をお願いしたい。 

 
 
（知的財産戦略推進本部コンテンツ専門調査会ホームページより） 
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参考２   ヒアリング模様等 （抜粋）    

本検討に当たり、関係者へのヒアリング等を行っており、その要旨を紹介する。 
立命館大学アート・リサーチセンター 

項  目               内       容 

ヒアリング先 立命館大学アート・リサーチセンター（ＡＲＣ） 

所在地：京都市北区（衣笠キャンパス） 

実施日 平成１６年４月２２日 

訪問者：相馬、菅原 

対応者：アート・リサーチセンター 課長補佐 村山孝志氏 

ポイント ①センターの概要、②他組織との連携、③その他 

①概要 ・Ｈ１０にセンター設置、及び、文部科学省学術フロンティア推進拠

点の指定、Ｈ１１に施設竣工 

・Ｈ１３にオープン・リサーチ・センター整備拠点の指定、「デジタル

時代のメディアと映像に関する総合的研究」をＨ１７まで継続、現

在は文部科学省２１世紀ＣＥＯプログラムの対象となり、「京都アー

ト・エンタテインメント創成研究」がＨ１８まですすめられている 

・人文系（衣笠キャンパス）と理工系（びわこくさつキャンパス）の教

員がうまく融合して研究を推進 

・実際のアーカイブ作業の主体はポスドクや院生・学生 

・日本の伝統的文物（芸術、宗教、産業）の画像ないし映像のアー

カイブ化が中心(約５０万点のストック)、音楽系は少ない 

・所蔵品として、演劇、浮世絵、謡本、映画シナリオ等 

・公開しているアーカイブは歌舞伎関係の浮世絵、興行年表、古

典籍、テレビ・映画シナリオ、ファミコンソフト、能本（謡本）等 

②連携 ・もともとライブラリーが豊富というわけではなく、コンテンツ所有者

との良好な関係を基盤に、アーカイブ化を促進 

・伝統芸能の家元と連携し、上記のプロジェクトの一環として、共同

研究の実施、時間芸術のアーカイブ化、等の実施 

・①能の片山家と共同研究（多目的ルーム：時間芸術や無形文化

財を立体的にデジタル化するための撮影装置や光学式モーション

キャプチャシステムを装備、床は檜造り） 

・②自治体所有の地域文化財のアーカイブ化（舞鶴市、三朝町）、

地域おこしの一つとして活用 

③その他 ・大学の特色作りと文部科学省の政策が一致し、公的な公募事業

に継続的に採択されてきた 

・更なる地域（自治体・地場）との密接な連携が課題 

29
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彩都インターメディウム研究所 
  項  目               内       容 

ヒアリング先 彩都インターメディウム研究所（ＩＭＩ）大学院スクール 

所在地：大阪市吹田市（万博記念ビル内） 

実施日 平成１６年４月２２日 

訪問者：相馬、菅原 

対応者：彩都メディアラボ㈱ ゼネラルプロデューサー 水野五郎氏 

ポイント ①スクールの概要、②産業界等との連携、③その他 

①概要 ・彩都メディアラボの中に彩都 IMI 大学院スクールがあり、NPO 法

人の写真図書館とともにＩＭＩグループを形成 

・関西大手各社（関電、三洋、阪急 毎日放送等）の出資と IT ベン

チャーのクインランド、教育産業のアップ、映像関連機器製造のカ

ノープスなどが出資している 

・第一線で活躍しているアーティスト、大学関係者などが畑総合監

督のもとに講師として参加している 

・同時期にデジタルハリウッドが専門学校をより特化させた学校

（今要る技術を提供）として開校しているが、ここはアートの基礎知

識、やセオリーも重視しているとのこと 

・４つのクラスターと 2 つのアドバンススタディーあり、毎年百数十

名の研究生が学んでいる、現在、現在１８歳から ６１歳まで年齢

は様々である 

・講義と実習により各分野（複合情報デザイン他）の基礎を習得

し、プロジェクト（さまざまな編集、先端科学と文化の映像化、実験

的な展覧会での共同作業）参画により、各スキルやマネージメント

能力を身につけていく 

②連携 ・上記のプロジェクトとの関連で、関係団体と連携、 

・①千里アーカイブステーションから科学教育用ブロードバンド映

像コンテンツを制作受託（科学ジャンルはドラマなどに比べて著作

権処理が容易） 

・②未来の学校（学・官・産共同で 10 年、30 年先の理想の学校を

探るアートプロジェクト） 

③その他 ・東京は広報、広告の中心であり、卒業生の多くは東京に行く 

・ルーカスフィルムに入社し仕事をしているものもいる 

・関西圏は地域の広さからも人のつながりが強く、学・官・産共同

の仕事が進みやすい 
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大阪通信・放送融合技術開発テストベッドセンター 
項  目               内       容 

ヒアリング先 大阪通信・放送融合技術開発テストベッドセンター 

所在地：大阪市浪速区（Ｓｋｙ ＬＡＢ：大阪桜川ビル） 

実施日 平成１６年４月２３日 

訪問者：相馬、菅原 

対応者：同センター 西山美樹夫氏、藤林康敏氏 

ポイント ①センターの概要、②他組織との連携、③その他 

①概要 ・この４月に統合（大阪と岡山）、移転新設（朝日放送より） 

・デジタル放送関連の各種実証実験設備をもつ 

・コンテンツ編集機能もあり、次世代の通信・放送融合サービス開

発のための共同利用施設 

②連携 [大阪テストベッドセンターとしての取り組み] 

・テストベッドセンターとしては、山形において企画されている、デジタルデータ放送の記

述言語「ＢＭＬ」を習得していただくための研修などのアドバイスを行い、大阪を含め地方

からデジタル放送全般に寄与していきたい 

[大阪府等との連携] 

・大阪府・市は大阪ブランド戦略の一環として、「コンテンツ振興による都市活動の活性

化」を掲げ、制作・流通環境の連携を提唱している 

・具体的には、当センターや他の施設(大阪映像開発支援センター、ソフト産業プラザ)と

連携して、コンテンツの創作・蓄積・配信を行い、ブランド発信力を強化し、また、実用コン

テンツの流通・利用促進によるビジネスその他への活用を目指している 

・大阪府としては山形県デジタルコンテンツ利用促進協議会とは大阪側が保有するコン

テンツを山形側が所要データ（検索、著作権）付与を行い、映像の保存から制作、配信を

一環の流れとして技術検討を行ってきた。今後の展開は未定であるが、引き続き方向を

模索したい 

・大阪府はアーカイブそのものだとビジネス的には厳しい面もあり、端緒としてＨ１４の補

正（緊急地域雇用対策）等を活かし、府のライブラリーのアーカイブ化をはかりながら、全

体の方向ならしをしてきている 

③その他 ・２０００年の衛星デジタル放送開始に続き、２００３年１２月から首

都圏、関西圏、中部圏において開始されたデジタル放送地上波放

送の開始にともない、テストベッドセンターとして有効な利活用を志

向している 

・大阪府としては、テストベッドセンターの活動と連携したコンテンツ

制作及び流通拠点の形成に向け検討を進めている 
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東北インフォメーション・システムズ㈱ 
項  目               内       容 

ヒアリング先 東北インフォメーション・システムズ㈱（ＴＯＩＮＸ） 

所在地：仙台市青葉区（電力ビル） 

実施日 平成１６年５月１３日 

対応者：ＳＭ 作間誠司氏、遠藤恵美子氏 

訪問者：相馬、菅原（東経連内で実施） 

ポイント ①電子認証サービスの概要、②IDC サービスの概要、③その他 

①電子認証 ・Ｈ１３にサービス開始、Ｈ１４に電子署名法に基づく特定認証業務

の事業者としての認定を受けている 

・現在のビジネスの中心は国交省の公共工事電子入札コアシステ

ムに対応した認証業務である。現在は全国で１１社がこの業務を

行っている 

・料金は２年で２万４１５０円、カードリーダーが１万円弱であり、他

省庁の認証にも対応するようにマルチパーパス化を進めている 

・他に企業内の認証局構築代行（アウトソーシング、ＳＩ） 

・今後は医療、健康分野等、インターネットを介するものは基本的

に対象になる。 

・コンテンツ利用についても、利用者認証と履歴の記録は可能であ

る 

②ＩＤＣ ・Ｈ１３にサービス開始、ホスティング、ハウジングとも対応可能、

電力系システムを担当していることも設備面も含めて万全の体制 

・ハウジングは１９インチ架２０万円を切る価格で提供、近年料金

が大幅にダウンしているとのこと 

 

③その他 ・電力系ＩＳＰ利用者向けにコンテンツ配信のポータルＢＢｉｔ－Ｊａｐａ

ｎが開設されている 

・最近、他の事業者においても映像等のコンテンツ配信を手がける

ようになってきている。 
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東北高校漫画部 

項  目               内       容 

ヒアリング先 東北高校漫画部 

所在地：仙台市青葉区（小松島キャンパス） 

実施日 平成１６年６月４日 

対応者：漫画部顧問 山下秀秋氏、同部員８名 

訪問者：相馬、菅原 

ポイント ①漫画部創設の経緯、②活動の現状、③その他 

①経 緯 ・３０年前に東北高校に赴任した。放送部やいくつかの部を担当し

たが、私自身、好きだったので、有志に声をかけて同好会として漫

画部を創った。 

・方針としては、各部委員の自由な発想を活かすようにしている。

以前は、出来上がった作品集英社などの出版社直接持ち込み、

評価してもらった。そのほうがお互い感動があるからだが、最近は

専門学校なども持ち込みをするようになり、面白みが少なくなり、

中断している。 

②現 状 ・ストーリー、作画とも各自行うのが基本である。企画ものは私が

ストーリーを考えて、作画をＯＢや生徒にさせる。 

・毎年、文化祭で販売するＭＡＲＳという部誌出しており、ここに出

稿するのが基本である。 

・ジャスコがあった頃、原画展を行い、好評を博した。今はＪＲのマ

ンガッタン号に 3 ヵ月毎位で原画のコピーを展示している。中田町

の石ノ森記念館で毎年原画展をしている。 

・マンガ甲子園にも参加している。3 年前の１０回大会では最優秀

賞を受賞した。今年も予選に向けて準備中である。 

・そのほか、企画ものとしては、塩釜市や大河原町から住民向け

のマンガで解説した冊子を依頼されたり、また、現在は「山形県の

偉人１０人」という企画が持ち込まれ手がけている。 

 

③その他 ・特に商業ベースのものが東京の出版社を中心としていることは

間違いないが、これだけ新幹線や通信手段が発達すると、仙台で

は絶対ダメということはないのではないか。 

・発表の場をいかすことも重要である。 
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（有）情報技術総合研究所）  

項  目               内       容 

ヒアリング先 （有）情報技術総合研究所 

所在地：仙台市青葉区 

実施日 平成１６年６月８日 

対応者：代表取締役 宮崎 正俊氏（東北大学名誉教授） 

訪問者：相馬、菅原 

ポイント ①ＤＣ、②ＤＣの人材育成、③科学電子絵本 

①ＤＣ ・知的リソースを考えた場合、これから日本が国際的に優位に立て

る数少ない分野であろう。ソフトウェア分野は大きく分けると、プロ

グラムとコンテンツになるが、プログラムはＴＲＯＮくらいで、あとは

みるべきものはない。最近は政府の動きもあり、コンテンツはこれ

からが楽しみだ。 

・仙台市の教育系コンテンツ作りの委員もしていたが、完全なビジ

ネスベースでは成り立たない。アーカイブもそうだ。この分野は補

助金がないとうまくいかない。 

・電子ブックに着目している。（③関連） 

②人材育成 ・コンテンツは技術ではない。クリエイターの養成がポイントとなる。

とても専門学校でできるものではない。 

・コンテンツを創造できる人材が必要。結局、人間そのものの育成

であり、幅広い教養が必要となる。こういう育成は日本の大学は力

を入れてこなかった。学術研究の分野だけではなく、創造性の分

野の教育も必要である。このような人材は、米国とは層の厚さが違

う。 

・以前、県などとこの分野の大学院を作ることも相談し、行政側に

も話したがＮＧだった。岐阜（情報科学芸術大学院大学）ではそう

いう動きがあるようだ。 

③科学電子絵

本 

 

・シリーズものの身近な科学をテーマにした幼児向けのデジタル絵

本を開発中である。ストーリと絵制作を分離。絵はデジタルコンテ

ンツグランプリ東北の入賞者にも依頼。 

・うまくいきそうだったら、課金認証系と組み合わせたい。現在、デ

ジタル絵本を発信する仕組みは宮城大学の梶先生のところと共同

研究中。 
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仙台市経済局産業政策部 

項  目               内       容 

ヒアリング先 仙台市経済局産業政策部 

所在地：仙台市青葉区（本庁舎） 

実施日 平成１６年６月１６日 

対応者：青柳課長（途中），品田、馬場、阿部、産連：柳津 

訪問者：相馬、菅原 

ポイント ①ＩＴアヴェニュー、②ｺﾝﾃﾝﾂ産業の現状や育成策、③今後 

①アヴェニュー ・現在１４０社が集積。総務省のＩＴビジネスモデル関連のＲ＆Ｄ補

助申請で多少遊離になる。昨年は一件認可、今年は２件申請中。 

・Ｎａｖｉｓでは高度人材育成事業を展開しており、ここにも補助があ

る。 

・Ｗｅｂの編集関係はあるが、目立ったコンテンツ関係の企業は少

ない。 

②現状等 ・大学ではデザイン関係はあるが、コンテンツを独立的に扱ってい

るところは仙台にはない。専門学校はあるが、就職先がコンテンツ

系とは限らない。（雇用を吸収しきれない）。 

・デザイン関連団体が合同で１２月にイベントを開催予定。この中

でデジタルコンテンツグランプリ東北も開催。 

③今 後 ・この分野に関心のある先生はいるはずだ。ただ、論文になりにく

いのが難。産学連携でもそうだが、学学（内）連携が意外になされ

ておらず、この点も問題。 

・東北大は会津大等の設立も踏まえ、さらにソフト系の人材充実が

課題との声がある。 

・全国的には東大や慶大のように大学院構想が現実化している。

こういう形態のほか、まずはゆるやかなＮＷ作りという、コンソーシ

アム的な手もある。既存の連携なり、マッチングが必要。東経連あ

たりが音頭を取ってはどうか。 

・～甲子園があるが、こういうふうに、出す場も大切だ。 
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     講演 「デジタルコンテンツへの取り組み」（要旨） 

㈱わらび座 デジタル・アート・ファクトリー 

チーフディレクター 長瀬 一男 氏 

(本講演は６月２９日の検討会において開催されたものです。) 

 

【概 要】 

１．わらび座のはじまりと今           ５．民謡：音のデジタル化 

２．民族芸術研究所            ６．舞踊：映像のデジタル化 

３．デジタル・アート・ファクトリー        ７．ＤＶＤ制作 

４．日記：文書のデジタル化           ８．最後に 

 

【わらび座のはじまりと今】 

 劇団わらび座は今から５４年ほど前の１９５１年にメンバー３人で創立されました。ス

タート時は東京でしたが、日本の芸能をしっかり学ぶため、１９５３年に民謡の宝庫と

言われた秋田県田沢湖町に９人で拠点を作りました。現在は、伝統芸能だけではな

く、地域の素材をテーマにした、ミュージカルの上演を行っています。５つの公演班が

あり、年間９００回規模の公演を全国に行っており、海外に行くこともあります。 

 ３０年前の1974年に、皆さんからの募金や、１口１万円の借り入れなどで、７００名

収容のわらび劇場を作りました。この劇場には年間約３０万名の方が訪れています。

温泉ホテルゆぽぽや、森林工芸館もあり、劇場を中心にした総合的な文化リゾートと

して、たざわこ芸術村を展開しています。 

 また、舞台以外にも夢ワークとして、地域文化の創造にも一緒に関わるようにして

おり、地域ミュージカル創作に加わったり、あるいは今、秋田県の本荘で、合併を期

にして皆さんで踊れる、新本荘追分の制作にも協力しています。 

 

【民族芸術研究所】 

 芸術村の中に民族芸術研究所という財団法人があります。設立されたのは３０年

以上前で、いろいろな公演をしていく上で、べースとなる研究をしっかりしていこうとい

うことになり、芸能に関するいろいろな資料、文献や写真の収集、さらには、民謡など

現地収録の音資料の収集、あるいは映像の収録などを行っています。 

 民謡は約１５万タイトルのライブラリーがあります。また、映像資料として、８ミリ、１６

ミリフィルムからビデオテープに至るまで、約４，８００タイトル、９７０本ほどあります。 

 このほか、芸能を育んだ地域社会の研究として、古文書の解読も手掛けています。

よく知られているのは、院内銀山のお抱え医師だった門屋養安というお医者さんの、

江戸時代末期３６年間の日記です。 

 

【デジタル・アート・ファクトリー】 

 劇団わらび座、それからたざわこ芸術村という展開をしている中で、これらのコンピ

ュータ部門として生まれたのが、デジタル・アート・ファクトリーです。 

 ８年前からはインターネットの地域サービスプロバイダーにも関わっています。当時
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不可能だった、わらび座近辺で３分１０円でダイヤルアップでつなぐために、秋田県の

支援を受けて立ち上げたのが、ＮＰＯで運営している「きたうら花ねっと」です。 

 それから、民族芸術研究所にある膨大なアナログ資料の保存・管理が課題になり、

アーカイブに取り組むことになります。 

 こういうことに取り組んでいくうちに、モーションキャプチャーを使ったコンテンツに関

わるようになりました。そして、劇団ですから当然、それを活用してのデジタル技術を、

実際の舞台で使っていくということに、目が向いていくことになります。 

 

【日記：文書のデジタル化】 

 門屋養安の日記を解読始めた当初から、これはデジタル化して、データベースにし

たら有効ではないかと考えました。例えば、この日記には、月日、干支、天気が書い

てあり、その日の出来事が、「一つ、何々」というふうに書かれてあります。つまり、特

定の文字や項目で検索刷ればいいわけです。 

 この結果、解読作業もスピードアップすることができました。以前でしたら、研究者が

何種類もの色鉛筆で、読んで、書いて、ノートに書き移す作業していたものです。 

 このお蔭で、解読終了直後から、秋田魁新報にテーマ毎に２００回の連載を行うこ

とができました。また、これをもとに、作家の西木正明さんが全国の地方紙１０紙に

「養安先生よばれ」という小説を連載し出版されました。 

この成果は、８月から上演する、ミュージカル「よろけ養安」として結実しています。 

 

 

【民謡：音のデジタル化】 

 次に、民謡のデータベースです。民謡の収録は磁気テープで行われており、１０年も

もつかどうかというものです。そのデジタル化の試みは、少しずつ進めてきました。 

 この多くは、１５年ほど前に、文化庁が各県の教育委員会に委託をして現地で録音

を行った民謡緊急調査という事業の成果です。各県の教育委員会が保存していまし

たが、そのままの状態でいかされない状態でした。それをこつこつデジタル化しまし

て、東北６県と石川県、全国で７県のデジタル記録、約７，０００曲ぐらいが完了しまし

た。このお蔭で、聞きたい曲を即聞くことができるデータベースができ上がりました。 

 秋田県の民謡については、関係者から了解を得ながら、ＣＤ－ＲＯＭにまとめ出版

しました。また、研究用として市町村や曲名指定により、ウェブでも聴けます。 

 韓国の放送局も関心をもち、韓国民謡の保存について相談しています。 

  

【舞踊：映像のデジタル化】 

 次に取り組んだのは、民族芸能の３次元デジタル舞踊符です。これは、旧通産省の

「マルチメディアコンテンツ制作支援事業」に採択されました。それをもとにしてモーシ

ョンキャプチャースタジオを構築し、そして平成１０年に発表しました。これは各メディ

アで放送され、ご評価いただきました。 

 モーションキャプチャーにより、芸能の動きのを記録、二つ目は、芸能を３次元に増

幅しての研究、三つ目は、演劇への利用が可能になると考えました。 
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 最初にこのモーションキャプチャーのデータを応用したのがピー・ソフトハウス社で、

鬼剣舞のＣＧをつくり、平成１０年の現経産局主催の第１回東北マルチメディアコンテ

ンツグランプリで最優秀に輝きました。 

 実際の舞台では、国立劇場で歌舞伎「秋の河童」の手伝いをしたことがあります。

モーションキャプチャーを舞台のそでに置き、リアルタイムで、芝居のかけ合いをしま

した。流行のＣＧ映像を使うものではなく新しい試みと評価されました。 

 モーションキャプチャーで記録しますと、３次元空間の中での各人の動きと、その角

度が数値データで記録されますので、これを研究に応用できます。 

 最近では、中国から京劇の一行が視察に来たり、神奈川大学のＣＯＥプロジェクト、

テーマは「人類文化における非文字文化の体系化」というものですが、その研究にも

少し関わるようになりました。 

 

【ＤＶＤ制作】 

このモーションキャプチャーの成果を手軽に使えるよう、「ＤＶＤでまなぶ・おぼえる」

というシリーズの制作をしています。このシリーズのＤＶＤにはメニューを選ぶ機能、マ

ルチアングル、マルチ音声という機能があります。これらの機能により、モーションキャ

プチャーの有効性をＤＶＤで皆さんに広めることができました。 

 秋田県や岩手マルチメディアセンター等の支援を受けて、最初につくったのがＮＥＷ

ソーラン節です。このほか秋田音頭のＤＶＤも制作し、わらび座への修学旅行の生徒

さんにも試してもらっています。 

 伝統芸能では、平成１２年１１月に「ＤＶＤでおぼえるこきりこ」を制作しました。これ

は世界遺産になった五箇山の芸能です。保存会の人の踊りを収録したＤＶＤを富山

市内の小学校に送り、踊りを覚えてもらい、教材として使えることを確認しました。 

 昨年は、秋田県八郎潟町と、総務省の地域情報化モデル化事業として、地域の伝

統芸能を覚え、そして学ぶをテーマにしたＤＶＤを制作しました。 

 今、私たちが力を入れているのは、この「ＤＶＤでまなぶ、おぼえる」というのをシリー

ズ化することです。こうすれば、ライブラリーとして図書館や学校に１０タイトル単位で

納入できるのではと考えており、秋田の横浜電子工業等との共同事業としています。 

 

【最後に】  

私たちの仕事は劇団の仕事の延長として行っています。伝統的なものと既存のデ

ジタル技術の組み合わせといえます。また、プロバイダーと直接関わっていることか

ら、ネットワーク技術の蓄積があることも大きな力になっていると考えております。 

もちろん、その時々にいろいろな人たちの力を得ながら展開してきました。 

 こういう中で、芸能分野のデジタルコンテンツのビジネスを単独で展開していくという

のは、なかなか難しいことではあるかと思っています。しかし、成果を本業にフィードバ

ックするなど、本業とリンケージしながら進める中で、やっと少しずつ方向性が見えて

きており、今後とも関係者の支援が必要ながらも、新しいものを積極的に取り入れ

て、コンテンツづくりに取り組み、今後の展開をはかっていきたいという気持ちです。 

 これで私の話を終わらせていただきます。ありがとうございます。 
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参考３  

 

デジタルコンテンツビジネス検討会 委員等名簿 

 

 

【委 員】 

                                      （順不同、敬称略） 

委員長 岩手県立大学 ソフトウェア情報学部 教授         布川 博士 

 

      (有)テンプレス               取締役        塩原未知子 

 

      (株)ＪＣ－２１教育センター        企画室長       庄子 博 

 

      (株)イメージパーク             取締役企画部長 田中 知男 

 

      (株)アドックス                代表取締役     寺崎 敏男 

 

      (株)ピー・ソフトハウス           代表取締役     畠山 慶輝 

 

      (株)ＮＴＴ－ＭＥ東北 （３月まで） ＩＴﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部 ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ  

葛西 政志 

                    （４月より) 営業ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ担当課長 藤井 一樹 

                              

(株)コアネット東北             ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 藤原 功三 

 

 

【事務局】 

 

      (社)東北経済連合会        常務理事          佐竹 勤 

 

      (社)東北経済連合会        理事             福島 昭夫 

 

        (社)東北経済連合会        産業基盤ｸﾞﾙｰﾌﾟ部長  相馬 文彦 

 

(社)東北経済連合会        国際業務室長      菅原 秀徳 

（産業経済ｸﾞﾙｰﾌﾟ調査役）  
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参考４  

 

デジタルコンテンツビジネス検討会 開催経過 

 

第１回 平成１６年３月５日（金） 

(1) 検討会設置の趣旨について 

(2) 委員長の選任 

(3) 検討会の運営について 

(4) 今後の進め方について(重点分野、まとめ方、スケジュール、担当、ヒアリン

グ先) 

(5) 自由討議（各委員の業務からみたこの分野への認識、課題、抱負、提案） 

 

資料１．デジタルコンテンツビジネス検討会の設置について 

資料２．デジタルコンテンツビジネス検討会 委員等名簿 

資料３．デジタルコンテンツビジネス検討会の運営等について 

資料４．検討会における調査・議論のまとめのイメージ 

資料５．今後のスケジュール 

参考１．知的財産戦略本部コンテンツ専門部会 現状編 

参考２．     同   上               課題編 

参考３．     同   上               人材育成について 

参考４．     同   上               大学の役割 

参考５．     同   上               日本経団連の意見 

参考６．     同   上               関西経済連合会の意見 

参考７      同   上               資金調達について 

資料８      同   上               海外展開について 

資料９      同   上               振興政策(骨子) 

資料１０     同   上               制作・流通の課題について 

 

 

第２回 平成１６年６月２９日（火） 

(1) 報告：デジタル・アート・ファクトリー(わらび座)の取組み 

(2) 各委員のご意見の紹介 

(6) 他のヒアリング状況 

(7) 報告書素案 

(8) 今後の進め方について 

 

     資料１．デジタルコンテンツビジネス検討会 委員等名簿(変更後) 

     資料２．デジタル・アート・ファクトリー 概要 

     資料３．各委員意見 
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     資料４．ヒアリング模様 

     資料５．とりまとめ素案 

     資料６．今後の予定 

 

ヒアリング先等(平成１６年４月～６月) 

(1) インターメディウム研究所（ＩＭＩ）大学院スクール 

彩都メディアラボ㈱ ゼネラルプロデューサー 水野 五郎氏 

(2) 立命館大学アート・リサーチセンター（ａｒｃ） 

課長補佐 村山 孝志氏 

(3) 独立行政法人 情報通信研究機構 

大阪通信・放送融合技術開発テストベッドセンター 

西山美樹男氏、藤林康敏氏 

(4)  (社)関西経済連合会 

    理事 岡 正徳氏、参事 山下 博政氏、丁田 展年氏 

(5)  東北インフォメーション・システムズ㈱（ＴＯＩＮＸ） 

ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 作間 誠司氏、 同 遠藤 恵美子氏 

(6)  東北高校漫画部 

    漫画部顧問 山下秀秋氏、同部員 

(7) アルゴソリューションズ㈱（ＡＲＧＯ）（＆（有）情報技術総合研究所） 

   代表取締役 宮崎 正俊氏（東北大学名誉教授） 

(8) 仙台市経済局産業政策部 

係長 品田 誠司氏、主査 柳津 英敬氏、馬場祐美子氏、阿部めぐみ氏 

(9) ㈱わらび座  

デジタル・アート・ファクトリー チーフディレクター 長瀬 一男氏 

（注：役職等はヒアリング実施時のものです。） 

  

 

 なお、本検討会を開始するに先立ち、 

 

  東北総合通信局電気通信事業課 

  東北経済産業局情報政策課（現 情報・製造産業課） 

  宮城県情報産業振興室 

  山形県情報企画課 

  山形県デジタルコンテンツ利用促進協議会 

 

 の皆様からもご説明やご助言をいただきました。 
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参考５ 関連ホームページ 
 
【政府・経済団体】 
ｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱ 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/ejapan2/030702gaiyou.html 
知的財産推進計画２００４ 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/040527f.html 
経済産業省：コンテンツ産業政策 
http://www.meti.go.jp/policy/media_contents/ 
経済産業省：新産業創造戦略 概要 
http://www.meti.go.jp/policy/economic_industrial/press/0005221/0/040518sinsan
gyou_gaiyou.pdf 
総務省：平成１６年度版 情報通信白書 
http://www.johotsusintokei.soumu.go.jp/whitepaper/ja/h16/summary/summary0
1.pdf 
総務省：地域における新しいデジタルコンテンツの制作・流通に関する取組と今後の課

題について 
http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/pdf/030819_2_00.pdf 
総務省東北通信局：東北地域におけるＩＴ推進の現状 
http://www.ttb.go.jp/joho/itsuisin2004/index.html 
経団連：「知的財産推進計画」の改訂に向けて 
http://www.keidanren.or.jp/japanese/journal/times/2004/0325/01.html 
 
【コンテンツ、アーカイブ関係】 
デジタルアーカイブ推進協議会 
http://www.jdaa.gr.jp/index.htm 
全国フィルムコミッション協議会 
http://www.film-com.jp/ 
宮城コンテンツクリエイターズ協議会 
http://www.mcca.jp/index.shtml 
山形デジタルアーカイブズ 
http://www.archive.gr.jp/index.html 
青森デジタルアーカイブ協議会 
http://www.acci.or.jp/adaa/ 
秋田デジタルコンテンツ協議会 
http://www15.ocn.ne.jp/~ydk.com/ydk_top.files/news/n040623.htm（仮） 
デジタルコンテンツグランプリ東北 
http://www.navis.co.jp/todas/digital/ 
パソコン甲子園 
http://www.pref.fukushima.jp/pc-concours/index.html 
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はんが甲子園 
http://www.e-sadonet.tv/~aisyo/ 
コンテンツＩＤフォーラム 
http://www.cidf.org/japanese/index.html 
情報科学芸術大学院大学、岐阜県立国際情報化学芸術アカデミー 
http://www.iamas.ac.jp/index_J.html 
慶應大学デジタルメディア・コンテンツ統合研究機構 
http://www.keio.ac.jp/news/040526.html 
美川サイバータウン教育特区 
http://www.town.mikawa.ishikawa.jp/yakuba/nourin/tokku/tokku.asp 
 
【ヒアリング関連】 
立命館大学アート・リサーチセンター 
http://www.arc.ritsumei.ac.jp/ 
彩都インターメディウム研究所大学院スクール 
http://www.iminet.ac.jp/main/index.html 
大阪通信・放送融合技術開発テストベッドセンター 
http://www-osaka-yugo.nict.go.jp/ 
大阪ブランド戦略 
http://www.pref.osaka.jp/seisaku/brand/ 
わらび座 デジタル・アート・ファクトリー 
http://www.warabi.or.jp/daf/index.html 
 
（注：上記のホームページは本試案編集時のものです。変更等がある場合があります。） 
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参考６ 
  

法律第８１号（第１５９回国会において成立、平成１６年６月４日公布） 

       コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 

 

目次 

 第一章 総則（第一条―第八条） 

 第二章 基本的施策（第九条―第十六条） 

 第三章 コンテンツ事業の振興に必要な施策等（第十七条―第二十二条） 

 第四章 行政機関の措置等（第二十三条―第二十七条） 

 附則 

 

   第一章 総則 

 （目的） 

第一条 この法律は、知的財産基本法（平成十四年法律第百二十二号）の基本理念にのっとり、コン

テンツの創造、保護及び活用の促進に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及びコン

テンツ制作等を行う者の責務等を明らかにするとともに、コンテンツの創造、保護及び活用の促進

に関する施策の基本となる事項並びにコンテンツ事業の振興に必要な事項を定めること等により、

コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって国民

生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第二条 この法律において「コンテンツ」とは、映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメーション、

コンピュータゲームその他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わ

せたもの又はこれらに係る情報を電子計算機を介して提供するためのプログラム（電子計算機に

対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わせたものをいう。）であって、人間

の創造的活動により生み出されるもののうち、教養又は娯楽の範囲に属するものをいう。 

２ この法律において「コンテンツ制作等」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。 

 一 コンテンツの制作 

 二 コンテンツの複製、上映、公演、公衆送信その他の利用（コンテンツの複製物の譲渡、貸与及び

展示を含む。） 

 三 コンテンツに係る知的財産権（知的財産基本法第二条第二項に規定する知的財産権をいう。以

下同じ。）の管理 

３ この法律において「コンテンツ事業」とは、コンテンツ制作等を業として行うことをいい、「コンテンツ

事業者」とは、コンテンツ事業を主たる事業として行う者をいう。 

 （基本理念） 

第三条 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策の推進は、情報記録物、高度情報通

信ネットワークその他の手段を介して提供されるコンテンツが国民の生活に豊かさと潤いを与える

ものであり、かつ、海外における我が国の文化等に対する理解の増進に資するものであることにか

んがみ、コンテンツの制作者の創造性が十分に発揮されること、コンテンツに係る知的財産権が国

内外において適正に保護されること、コンテンツの円滑な流通が促進されること等を通じて、コンテ

ンツの恵沢を享受し、文化的活動を行う機会の拡大等が図られ、もって国民生活の向上に寄与し、

あわせて多様な文化の創造に資することを基本として行われなければならない。 

２ コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策の推進は、コンテンツ事業が将来において

成長発展が期待される分野の事業であることにかんがみ、コンテンツ事業者の自律的発展が促さ
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れること等を通じて、多様なコンテンツ事業の創出及び健全な発展、コンテンツ事業の効率化及び

高度化並びに国際競争力の強化等が図られ、もって経済社会の活力の向上及び持続的な発展に

寄与することを基本として行われなければならない。 

３ コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策の推進は、高度情報通信ネットワーク社会

形成基本法（平成十二年法律第百四十四号）、文化芸術振興基本法（平成十三年法律第百四十

八号）及び消費者基本法（昭和四十三年法律第七十八号）の基本理念に配慮して行われなければ

ならない。 

 （国の責務） 

第四条 国は、前条のコンテンツの創造、保護及び活用の促進についての基本理念（以下「基本理

念」という。）にのっとり、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策を策定し、及び実施

する責務を有する。 

 （地方公共団体の責務） 

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関し、国

との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策

定し、及び実施する責務を有する。 

 （コンテンツ制作等を行う者の責務） 

第六条 コンテンツ制作等を行う者は、コンテンツに係る知的財産権に関し知識と理解を深めること等

を通じて、そのコンテンツ制作等に当たっては、これを尊重するよう努めるものとする。 

２ コンテンツ制作等を行う者は、そのコンテンツ制作等に当たっては、コンテンツが青少年等に及ぼ

す影響について十分配慮するよう努めるものとする。 

 （連携の強化） 

第七条 国は、国、地方公共団体及びコンテンツ制作等に関係する者が相互に連携を図りながら協

力することにより、コンテンツの効果的な創造、保護及び活用の促進が図られることにかんがみ、こ

れらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。 

 （法制上の措置等） 

第八条 政府は、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策を実施するため必要な法制

上、財政上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。 

 

   第二章 基本的施策 

 （人材の育成等） 

第九条 国は、魅力あるコンテンツを生み出し、又はそれを有効に活用することができる人材の育成、

資質の向上及び確保を図るため、高等教育を行う機関によるコンテンツ制作等に関する教育の振

興、国内外のコンテンツ制作等を行う者の相互の交流の促進、コンテンツの展示会又は品評会そ

の他これらに類するものの開催その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 （先端的な技術に関する研究開発の推進等） 

第十条 国は、映像の制作、上映又は送受信等の分野における技術革新の進展に即応した高度な

技術を用いた良質なコンテンツが生み出されるよう、先端的な技術に関する研究開発の推進及び

教育の振興その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 （コンテンツに係る知的財産権の適正な保護） 

第十一条 国は、インターネットの普及その他社会経済情勢の変化に伴うコンテンツの利用方法の多

様化に的確に対応したコンテンツに係る知的財産権の適正な保護が図られるよう、コンテンツの公

正な利用に配慮しつつ、権利の内容の見直しその他の必要な施策を講ずるものとする。 

 （円滑な流通の促進等） 
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第十二条 国は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークの利便性が向上し、並びにその

安全性及び信頼性が確保されることにより、多様な手段を活用したコンテンツの円滑な流通が促進

されるよう、インターネット等により提供されるコンテンツに係る認証の技術、インターネット等に関

する技術的保護手段、インターネットにおいて高速度でかつ安定的な電気通信を可能とする技術そ

の他のコンテンツの流通に係る技術の開発及び利用に対する支援その他の必要な施策を講ずる

ものとする。 

２ 国は、コンテンツの利用の円滑化を図るため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ、コ

ンテンツに係る知的財産権を有する者に関する情報、コンテンツの内容に関する情報等に係るデ

ータベースの整備に対する支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 （適切な保存の促進等） 

第十三条 国及び地方公共団体は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じ

てコンテンツが適切かつ有効に発信されるよう、コンテンツの制作、収集、保存若しくは発信又は既

存のコンテンツのデジタル化を行う体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 （活用の機会等の格差の是正） 

第十四条 国及び地方公共団体は、広く国民がコンテンツの恵沢を享受できるよう、年齢、身体的な

条件その他の要因に基づくコンテンツの活用の機会又は活用のための能力における格差の是正

を図るために必要な施策を講ずるものとする。 

 （個性豊かな地域社会の実現） 

第十五条 国及び地方公共団体は、地域の特性を生かしたコンテンツの創造、保護及び活用の促進

を通じて個性豊かで活力に満ちた地域社会が実現されるよう、地域の魅力あるコンテンツを生み出

すための活動に対する支援、地域における映画等のコンテンツの制作の円滑化を図るための活動

に対する支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 （国民の理解及び関心の増進） 

第十六条 国及び地方公共団体は、コンテンツの創造、保護及び活用の促進並びにこれらにおいて

コンテンツの制作者が果たす役割の重要性に関する国民の理解と関心を深めるよう、コンテンツに

関する広報活動の充実及び教育の振興その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 

   第三章 コンテンツ事業の振興に必要な施策等 

 （多様な方法により資金調達を図るための制度の構築） 

第十七条 国は、コンテンツ事業者のうちコンテンツの制作を業として行うもの（以下「制作事業者」と

いう。）がコンテンツの制作に必要な資金を円滑に調達することが困難であることにかんがみ、制作

事業者がその資金を安定的に調達することができるよう、多様な方法により資金調達を図るための

制度の構築その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 （権利侵害への措置） 

第十八条 国は、国内外におけるコンテンツの違法な複製その他のコンテンツに係る知的財産権を侵

害する行為について、コンテンツ事業者の利益が適正に確保されるよう、コンテンツ事業者又は関

係団体との緊密な連携協力体制の下、コンテンツに係る知的財産権を侵害する事犯の取締り、海

外におけるコンテンツに係る知的財産権の侵害に対処するための体制の整備その他の必要な措

置を講ずるものとする。 

 （海外における事業展開の促進） 

第十九条 国は、コンテンツ事業の事業規模の拡大を図るとともに、海外における我が国のコンテン

ツの普及を通じて我が国の文化等に対する理解の増進を図ることができるよう、我が国の魅力ある

コンテンツの海外への紹介、コンテンツの取引の活性化を図るための国際的な催しの実施又はこ
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れへの参加に対する支援、コンテンツに係る海外市場に関する情報の収集及び提供その他の必

要な施策を講ずるものとする。 

 （公正な取引関係の構築） 

第二十条 国は、制作事業者の大部分が中小企業者によって占められており、かつ、その業務の大

部分が受託又は請負により行われていることにかんがみ、コンテンツの制作を委託し、又は請け負

わせる者との公正な取引関係が構築されることにより制作事業者の利益が適正に確保されるよう、

取引に関する指針の策定その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 （中小企業者等への配慮） 

第二十一条 国は、コンテンツ事業の振興に関する施策を講ずるに当たっては、コンテンツ事業の成

長発展において中小企業者が果たす役割の重要性にかんがみ、中小企業者によるコンテンツ事

業の円滑な実施が図られるよう特別の配慮をしなければならない。 

２ 国は、コンテンツ事業の振興に関する施策を講ずるに当たっては、消費者の利益の擁護及び増進

が図られるよう配慮をしなければならない。 

 （コンテンツ事業者の講ずる措置） 

第二十二条 コンテンツ事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、自律的

にその事業を運営し、かつ、その能力を最も有効に発揮することにより事業の効率化及び高度化を

図るとともに、その有するコンテンツが広く活用されるようコンテンツの流通の円滑化に資する措置

を講じ、及び国内外におけるコンテンツに係る知的財産権の侵害に関する情報の収集その他のそ

の有するコンテンツの適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 制作事業者は、そのコンテンツの制作の事業に従事する者（請負契約等に基づき制作事業者の

ために出演その他のコンテンツの制作に係る役務の提供を行う者を含む。以下この項において「制

作事業従事者」という。）の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、制作事業従事

者の適切な処遇の確保に努めるものとする。 

 

   第四章 行政機関の措置等 

 （関係行政機関等の相互の密接な連携） 

第二十三条 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策の推進に当たっては、コンテンツ

の創造、保護及び活用の促進に必要な措置が適切に講じられるよう、関係行政機関の相互の密接

な連携の下に、これが行われなければならない。 

２ 知的財産戦略本部（以下「本部」という。）及び関係行政機関の長は、知的財産基本法第二十三条

第一項に規定する推進計画（以下「推進計画」という。）においてコンテンツの創造、保護及び活用

の促進に関して講じようとする施策の充実が図られるよう、相互に密接な連携を図りながら協力し

なければならない。 

 （国等によるコンテンツの提供） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、その有する良質なコンテンツが社会全体において利用される

ことがコンテンツの創造、保護及び活用の促進に資することにかんがみ、広く国民が当該コンテン

ツを利用することができるよう、当該コンテンツの積極的な提供その他の必要な施策を講ずるもの

とする。 

２ 独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する独立

行政法人をいう。）、特殊法人（法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設

立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法（平成十一年法律第九十一号）第四条第

十五号の規定の適用を受けるものをいう。）、国立大学法人（国立大学法人法（平成十五年法律第

百十二号）第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。）及び大学共同利用機関法人（同条第

三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。）は、その有する良質なコンテンツを広く国民が利
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用することができるよう、当該コンテンツの積極的な提供その他の必要な措置を講ずるよう努める

ものとする。 

 （国の委託等に係るコンテンツに係る知的財産権の取扱い） 

第二十五条 国は、コンテンツの制作を他の者に委託し又は請け負わせるに際して当該委託又は請

負に係るコンテンツが有効に活用されることを促進するため、当該コンテンツに係る知的財産権に

ついて、次の各号のいずれにも該当する場合には、その知的財産権を受託者又は請負者（以下こ

の条において「受託者等」という。）から譲り受けないことができる。 

 一 当該コンテンツに係る知的財産権については、その種類その他の情報を国に報告することを受

託者等が約すること。 

 二 国が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償

で当該コンテンツを利用する権利を国に許諾することを受託者等が約すること。 

 三 当該コンテンツを相当期間活用していないと認められ、かつ、当該コンテンツを相当期間活用し

ていないことについて正当な理由が認められない場合において、国が当該コンテンツの活用を促

進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該コンテンツを利

用する権利を第三者に許諾することを受託者等が約すること。 

２ 前項の規定は、国が資金を提供して他の法人にコンテンツの制作を行わせ、かつ、当該法人がそ

の制作の全部又は一部を委託し又は請け負わせる場合における当該法人とその制作の受託者等

との関係に準用する。 

３ 前項の法人は、同項において準用する第一項第二号又は第三号の許諾を求めようとするときは、

国の要請に応じて行うものとする。 

 （本部への報告） 

第二十六条 本部は、推進計画においてコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関して講じようと

する施策の充実が図られるよう、関係行政機関の長に対し、当該関係行政機関が第九条から第二

十条まで及び第二十四条の規定により講じようとする施策又は措置について、報告を求めることが

できる。 

 （推進計画への反映） 

第二十七条 本部は、前条の規定に基づく報告の内容について検討を加え、その結果を推進計画に

おいてコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関して講じようとする施策に十分に反映させなけ

ればならない。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十五条の規定は、公布の日から起算して

三月を経過した日から施行する。 

 （経過措置） 

第二条 消費者保護基本法の一部を改正する法律（平成十六年法律第七十号）の施行の日がこの

法律の施行の日後となる場合には、消費者保護基本法の一部を改正する法律の施行の日の前日

までの間における第三条第三項の規定の適用については、同項中「、文化芸術振興基本法（平成

十三年法律第百四十八号）及び消費者基本法（昭和四十三年法律第七十八号）」とあるのは、「及

び文化芸術振興基本法（平成十三年法律第百四十八号）」とする。 

 

（衆議院ホームページ 第１５９回議案の一覧、首相官邸ホームページ 官報ダイジェストより） 
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