
文教大学 情報学部 経営情報学科   卒業論文 

平成１８年１月３０日 

 
 
 
 
 

コンテンツビジネス・マネジメント

における現状と問題点の研究 
 

A2P21160 
毛利 信介 

 

 

 

 

 

 

 



 1

・ 序論 はじめに 
研究にあたっての動機と背景 

 
・ 第１章 コンテンツビジネスの現状と動向 

１－１ わが国のコンテンツビジネスの現状 
１－２ 動向：コンテンツビジネス振興を国家戦略の柱に 
１－３ ブロードバンドコンテンツビジネスの市場推移 
１－４ 映像コンテンツを主とした現在のコンテンツ状況 
 

・ 第２章 コンテンツビジネスの製作資金 
２－１ 自己資金と外部調達 
２－２ 企業金融と事業金融 
２－３ 事例 アイドルファンド 
２－４ 組合形式による資金調達 
２－５ 資金調達における問題点 

 
・ 第３章 コンテンツビジネスと著作権 

３－１ 著作権の戦略的活用 
３－２ 証券化・流動化 

・コンテンツを証券化する最大のメリット 
  ・海外のコンテンツ証券化ビジネス 
  ・コンテンツ証券化ビジネスの今後 
 ３－３ 事例 コンテンツ制作支援会社アイコット 

３－４ 事例 「電車男」 
 
・ 結論 わが国のコンテンツビジネス発展へのアプローチ 

・３つの目標と１０の具体策 
・研究を終えるにあたって 
 

・ 参考文献 
 
 
 
 
 
 



 2

序論 はじめに 
 研究にあたっての動機と背景 
 
 
「コンテンツビジネス」という言葉は、今日では新聞やテレビ、インターネット等で日

常的に表れる言葉である。特に、政府が２００４年に発表した「コンテンツビジネス振興

政策」以降、国家戦略の重要な分野として位置づけられ、より一層耳にするようになった。

いまや「コンテンツ」という言葉は、私たちの日常生活にすっかりと浸透している。 
しかし一方では、コンテンツというものが実は何を意味するものなのか、一般的にはあ

まり理解されていないという事実がある。今までにさまざまな定義づけがされてきたが、

要するにコンテンツとは、「経済的価値のある情報」のことを意味している。そして「コン

テンツビジネス」とは、これらの情報を製作・加工して、メディアや流通経路を通じて市

場に提供するビジネスのことを意味する。代表的な例としては、新聞や雑誌、書籍といっ

た文字情報、映画やアニメ、テレビといった映像情報、音楽などの音声情報、ゲームやイ

ンターネット・、ソフトウェアや携帯電話端末を通じて配信される着メロや映像など、さ

まざまな情報がコンテンツに含まれる。そして、これらを制作加工、提供するビジネスを

コンテンツビジネスという。 
コンテンツ産業は、今ではおよそ１２兆円の巨大な規模を持つビジネスに成長し、これ

はわが国を代表する基幹産業である自動車産業の約２分の１に相当する規模を誇るに至っ

ている。将来においても、この成長率を維持するためには、自動車産業が経験した、海外

進出をいかに進めるかが大きなカギとなると予想されている。 
 
このように成長著しいコンテンツビジネスだが、問題点も多い。主な問題点として、資

金調達環境の未整備、そして権利関係が曖昧な点が挙げられる。そこで、このコンテンツ

ビジネスの現状と問題点を主に金融面・法律面から事例を取り上げ、わが国のコンテンツ

ビジネス発展への策を研究する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

第１章 コンテンツビジネスの現状と動向 
 
 この章では、日本におけるコンテンツビジネス、主にブロードバンドコンテンツと呼ば

れる市場規模の推移とその動向から、いかに国家の重要な産業であるか考察する。 
 

１－１ わが国のコンテンツビジネスの現状 
 
 

映画、音楽、アニメ、ゲームソフトといった我が国「コンテンツ」は、国際賞の受賞や

キャラクターの世界的な人気などから、総じて高い評価を得ており、日本のイメージを「Ｃ

ＯＯＬ ＪＡＰＡＮ（クールジャパン：かっこいい日本）」へ大きく変化させ始めている。 
しかし、我が国のコンテンツビジネスについてみると、これまでは創業者や業界の個々の

努力により発展してきたものの、共通した理念のもとに国を含めた関係者が一致団結して

その振興に取り組んできたとは言えなかった。この結果、我が国コンテンツビジネスの事

業規模は総額として１２兆円台を推移しているものの、近年はやや下降気味である。対Ｇ

ＤＰで比較した場合、米国の５％に対し日本は２％で、国際平均の３％をも下回っている。 
業規模全体に占める海外展開の割合で比較すると、米国の１７％に対し日本は３％であり

極めて少ない現状がある。このように我が国では、すぐれたコンテンツの魅力をビジネス

において十分に生かしきれていないのが現状である。 
 
 

１－２ 動向：コンテンツビジネス振興を国家戦略の柱に 
 
 
コンテンツビジネスは規模も大きく、他産業への波及効果も期待でき、国の産業として

重要な分野である。さらに、コンテンツは海外における国家のイメージ向上にも大きな役

割を果たしており（いわゆる「ソフトパワー」）、国家戦略を考える上で重要な分野である。 
このため、諸外国では既にこの分野の振興を国家戦略として位置付け、強力に施策を展開

している。例えば、韓国や中国においては、国策としてこの分野の発展を目指し、多額の

公的な資金を投入し施策を展開し、既に日本を凌ぐ分野も見られるほど力をつけてきてい

る。欧米諸国においては、制作投資を奨励する税制や、国際映画祭への積極的な支援、更

には人材育成など国による積極的な施策が実施され、その結果これらの国々においては良

質のコンテンツが制作され、ビジネスとしても海外に大きく展開している。我が国におい

ても、今国会には海外からのＣＤの還流防止や書籍・雑誌の貸与権等を措置するための著

作権法改正、コンテンツを含む知的財産を信託の対象とする等の信託業法改正、輸出入者

情報等の開示を行うための関税定率法改正、一定要件を具備したライセンス契約の法的安
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定性を高めるための破産法の改正などのコンテンツ関連法案が提出された。また、コンテ

ンツが国民生活を豊かにし、海外に我が国の文化等に対する理解を増進させ、かつビジネ

スとしても成長発展が期待されるとの観点から、関係府省、民間が一体となってコンテン

ツの創造等を促進するための基本を定めた「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関

する法律案」も提出されている。こうした動きは、まさしくコンテンツが我が国の国家戦

略上重要であることを示している。 
 
 

１－３ ブロードバンドコンテンツビジネスの市場推移 
 
 
ｅ－Ｊａｐａｎ計画が実現する２００５年から２００６年においては、ブロードバンド

利用世帯は約８割に達すると規定されている。ここでは常時接続、定額制、超高速・高速

（１Ｍｂｐｓ～）、双方向の環境でインターネットが利用できるこの時期には、良質で豊富

なブロードバンドコンテンツの供給が行われていることが必要になってくる。ブロードバ

ンドコンテンツ市場は２００３年の９２９９億円から２００６年には１兆２４５８億円へ

と３４％の増加が規定されている。 
 
 

日本におけるブロードバンドコンテンツ市場 
単位：億円 

年度 ２００３ ２００４ 
２００５ 
（予測） 

２００６ 
（予測） 

映像配信 ９６ ２５２ ５７０ １０３０ 
オンライン音楽配信 １５ ５９ １５１ ３５２ 
オンラインゲーム市場 ４４０ ６２０ ８３０ １０６０ 
インターネット広告 １３００ １８００ ２１６０ ２５００ 
アニメーション市場 ２０２０ ２１００ ２１８０ ２２６０ 
テレビ広告・テレビ制作市場 ５４１３ ５３２８ ５２４６ ５１６６ 
電子書籍市場 １５ ３０ ６０ ９０ 

合計 ９２９９ １０１８９ １１１９７ １２４５８ 
（ＮＲＩ、電通、デジタルコンテンツ協会等から作成） 
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１－４ 映像コンテンツを主とした現在のコンテンツ状況 
 
 
ブロードバンドの特徴を生かしたコンテンツとしては「映像コンテンツ」が代表例とな

ってくる。ブロードバンド時代には、コンテンツ提供者が従来からの映画会社、放送会社、

メディア企業、コンテンツプロバイダなどの企業だけでなく、多数の小規模プロダクショ

ン、コンテンツベンチャー及び個人のクリエーターや一般の人からの提供を増加すること 
が必要となってくる。また、ブロードバンドのデジタルコンテンツは、インターネットを

始めとして、映画、テレビ、アニメ、コミック、ゲーム、キャラクターライセンスなどの

「マルチユース」により、ビジネス規模が拡大することも重要となってくる。「ポケットモ

ンスター」は１つの典型例であるが、約１兆２０００億円のトータル市場を作り出してい

る。 
映像配信サービスは、大手事業者のサービスがようやく開始されたという時期でもあり、

現在はまだ少ないが（ＢＢケーブルＴＶが約１万人の利用）、イノベータの利用（バンダイ

チャンネルは１年５ヶ月で約４１０万話の有料配信がある）から一般ユーザーへの拡大時

期に移行しようとしている。ブロードバンドを利用した（特にカメラ画像の利用）サービ

スもいくつか利用成功例（ＮＯＶＡお茶の間留学、アスカネットの遺影写真の加工、修正

など）も出ている。 
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第２章 コンテンツビジネスの製作資金 
 
 この章では、特に問題視されているコンテンツビジネスの資金調達環境の未整備という

点を、その体系から研究し、具体的な問題点を考察する。 
 

２－１ 自己資金と外部調達 
 
 

コンテンツの製作資金として、まず「自己資金」と「外部資金」という考え方がある。

自己資金で製作する場合は、権利や収益をすべて確保できる反面、プロジェクトのリスク

も１００％負担することになる。一方、外部から資金を調達する場合は、資金の出し手と

の製作面や権利面の調整や収益分配、事業報告などが必要となる。 
実際には、自己資金のみで製作できるケースは稀であることに加え、リスク分散という

目的もあり、自己資金と外部調達を組み合わせて製作資金を確保するのが一般的である。 
 
 

２－２ 企業金融と事業金融 
 
 
外部から資金を調達する場合、会社として調達する方法と事業として調達する方法があ

る。企業が調達主体となる前者を「企業金融（コーポレート・ファイナンス）」、事業が調

達主体となる後者を「事業金融（プロジェクト・ファイナンス）」という。一般によく知ら

れているのは企業金融で、銀行借り入れ（間接金融）や株式発行（直接金融）が代表的な

ものである。審査においては、資金を調達する企業の信用力（財務の状況や収益力、担保

力など）が重視される。 
 

製作資金の体系 
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一方、事業金融の場合は、企業の信用力ではなく、対象事業のリスクや収益力を審査し、

元本回収、リクープ（投下した資金の回収が可能かどうか）を判断する。従来は大型のエ

ネルギー開発やインフラプロジェクトで利用されてきたが、最近では民間ベースの不動産

開発や一部のコンテンツ製作にも活用されるようになってきている。 
また、特別目的会社や信託を利用して資産担保証券などを発行する「アセット・ファイ

ナンス」という方法も考えられる。これについては、現在検討されている信託関連法の改

正が実現すれば、コンテンツの著作権も信託財産として認められることになるなど、より

一層の利用促進が期待される。融資と投資の違いを簡単に説明すると、「融資」は資金を借

り受け、契約で定められた期日に元本と利息を支払うものであり、「投資」は出資を受けた

対価として契約で定められた条件で収益を分配するものである。融資の場合は、期間と利

率が定められているため、支払うべき利息が確定しているが、投資の場合は、事業の成否

によって投資家へのリターンが変動するため、外部（投資家）に支払う金額が事前には確

定しない。また、融資の場合は事業収入がなくても期日に元利金を支払わなければならな

いのに対し、投資の場合は事業収益が上がらなければリターンを支払う必要はない。 
 
 
 ２－３ 事例 アイドルファンド 
 
 
エンターテインメントの世界では、売れると思ったものが確実に売れるとは限らず、ま

たその逆に、当てにしていなかったコンテンツが大ブレイクすることもありえる。従って、

製作会社としては有望なコンテンツはできるだけ社会に送り出して反応を見たいと願うも

のだが、そこには資金面での制約がかかる。 
近年、このようなジレンマから抜け出す契機となる画期的な企画が現れた。それは、ジ

ャパンデジタルコンテンツ「ＪＤＣ」（２００５年５月２７日に、ジャパンデジタルコンテ

ンツ信託株式会社に社名を変更）と、オンライン証券会社のジェット証券とが共同で開発

した金融商品で、新人グラビアアイドルを証券化したものである。「新人グラビアアイドル

ファンド」は、事前に選ばれたグラビアアイドル５名に対し、個人投資家が出資（出資媒

介総額は５００万円で、１口５万円から出資可能）を行うというものである。その仕組み

は、まず個人投資家がＪＤＣとの間で匿名組合契約（詳細は後述）を締結することにより

出資を行い、ＪＤＣはその資金を新人グラビアアイドルのＤＶＤ・写真集の制作の一部に

充てる。個人投資家には、ＤＶＤ・写真集の売り上げの中から出資者印税が支払われ、最

終的な投資利回りは売り上げに応じて変動するというものである。 
直接的には、写真集やＤＶＤといったコンテンツに対して投資するわけだが、これらの

コンテンツの売り上げは当然、当該アイドル本人の人気に左右されるわけであるから、ア

イドルファンドは「人」に対して投資するという性格が色濃くうかがえる。なお、この証
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券化スキームは出資の性格ももちろんあるが、それよりもむしろアイドルのプロモーショ

ン、話題作りといった面で大きな効果を有している。このような証券化企画は日本発の試

みで、どのような成果を上げることができるか注目されている。 
 

アイドルファンドの概要 

新人グラビアアイドルファンド第１号 

出資媒介証券会社 ジェット証券 

申込方法 ジェット証券のサイト上で申し込みを受け付け 

出資形態 
匿名組合契約（営業者はＪＤＣ） 
ＪＤＣにゆだねるため出資者の意向を反映させる契約上の権利

はないが、出資者の意見は最大限に配慮される。 

募集期間 ２００３年１２月１５日～２００４年１月３１日 

出資単位 １口単位（１口＝５万円）上限あり 

募集総額 アイドル１名あたり５００万円 

 
 
 ２－４ 組合形式による資金調達 
 
 
コンテンツを活用した資金調達を行う際の１つに、組合形式がある。主に、任意組合（制

作委員会方式）と匿名組合の形式である。任意組合は、複数の当事者が契約によってそれ

ぞれ出資をして共同の事業を営むことで、組合は法人格を有しない団体となる。わが国で

の映画制作で多く用いられてきた「制作委員会」方式はこの区分に属するものである。よ

く映画のエンドロールに「企画・製作○○制作委員会」や「○○パートナーズ」等とクレ

ジットされているのがこの制作委員会方式による製作を意味している。制作委員会方式は、

特定のコンテンツの製作に際して、コンテンツに関連する周辺ビジネス関係者（製作会社

や広告代理店、テレビ局等）が互いに出資をして事業を行う形態のことで、関係各社はコ

ンテンツに関する権利を販売分野ごと（例えば劇場映画としての興行、テレビ番組販売、

ビデオ・ＤＶＤ化、商品化、海外販売等）に「窓口権」と呼ばれる独占的ライセンスとし

て分有するシステムになっている。この方式の最大の特徴は、コンテンツに関する著作権

は法的には個別に権利行使が許されない「合有」という所有形態となり、組合員全員の同
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意が得られなければ、あらかじめ規定された目的以外に使うことはできないという点であ

る。 
一方、任意組合は法律上の根拠が民法にあるのに対し、アイドルファンドで使われた匿

名組合は商法の匿名組合の規定に基づく。制作委員会方式で使われる任意組合の方式は、

窓口権をもって事業に直接関与するのに対して、匿名組合の組合員は、事業とは関係のな

い純然たる投資家となる場合が多いという点が両者の大きな相違点である。また、民法上

の組合だと、組合員はプロジェクトの損失に無限責任を負うが、匿名組合の場合は、組合

員の有限責任が法的に担保されていて、投資家にとっては出資しやすいという点も特徴で

ある。 
 
 

任意組合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

任意組合 
（制作委員会） 

第  三  者 

業務執行組合員

（幹事会社） 

組合員 
（出資者 
例：ゲーム会社） 

組合員 
（出資者 
例：出版社） 

組合員 
（出資者 
例：テレビ局） 

出資 出資 出資 

無限責任 取引 無限責任 

権利譲渡は難しい 
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匿名組合 

 
 
 
 ２－５ 資金調達における問題点 
 
 
制作委員会方式は、当事者がコンテンツ業界のプロのみで構成されるため、コンテンツ

製作の資金調達を行ううえでは非常に効率的な方法である。しかし、システムの不透明性

や情報開示の不十分性から、外部資金の流入を妨げているという問題もある。 
しかし、制作委員会方式の最大のデメリットは、作品の１次展開後に、著作権を含有す

る関係者が分散してしまうため、コンテンツの２次利用の際に機動的な運用ができなくな

るという点である。例えば、著作権法では、映画のコンテンツ保護期間は公開から７０年

なので、理論的には制作委員会は作品公開後７０年存続することになる。よって、コンテ

ンツに関する権利が窓口権というかたちで分散し、集中管理体制がとられないため、新し

いビジネス展開の足かせとなってしまうのである。この点は、海外でわが国のコンテンツ

の２次利用が進まない原因のひとつとして指摘されている。 

第  三  者 

営業者（営業者が権利主体となり登記、登録を取得する） 

営業者のその他事業 匿名組合事業 

組合員 
（投資家） 

組合員 
（投資家） 

債権者 
（例：貸金業者） 

匿
名
組
合
契
約 

匿
名
組
合
契
約 

出
資 

出
資 

貸
付
金 

名実とも営業者の商行為 

匿名組合契約は

営業者・組合員

間それぞれ個別

の契約関係 

組合員もその他の債権者

も同等の立場、匿名組合事

業収支・資産につき分別性

は担保されていない 
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第３章 コンテンツビジネスと著作権 
 
 コンテンツビジネスと著作権法の問題は、切り離すことができないものとなっている。

この章では、証券化によって、著作権を資産として活用する手法を紹介し、コンテンツビ

ジネスとの関わりを考察する。 
 

３－１ 著作権の戦略的活用 
 
 
成長著しいコンテンツビジネスだが、これをコントロールするメインとなる法律が著作

権法である。著作権法は、歴史的には純粋美術や文学を対象とするものとして発展してき

た。しかしながら、近年、コンテンツ産業の発達と共に、その守備範囲の裾野を飛躍的に

拡大させており、ビジネスにおいても最も重要性の高い法律と考えられるようになった。 
 

著作権の戦略的活用 

 

（コンテンツ・ファイナンス「著作権信託」で資金調達が変わる より抜粋） 

文化創造 

Creation 

権利化 

Right 

保護・執行 

Protection 

Enforcemen

t 
権利の行使

による市場 

活用 

Use 

評価 

Valuation 

資産運用に

よる市場 

証券化・流動化 

Securitization・

Fluidity 

市場形成の基盤 

アセットマネジメント

ビジネス 

ライセンス 

ビジネス 

 
コンテンツ 
Contents 
著作権 



 12

ここに示されている「文化創造→権利化」の部分は実体法による権利化を示すものであ

る。この部分はわが国の著作権法では十分に対応がとられている。その権利を実行する「保

護・執行→活用」の段階は、主にライセンスビジネスを構築することが出来る段階である。

近年の著作権法、民事訴訟法等改正によってこの「活用」をしていくというところも、か

なり法整備が進んでいる。この「保護・執行→活用」の段階は、著作権を独占的・排他的

に利用すること、更に他者にこの利用を許諾し債権的契約関係の形成によって利用を促進

する事を意味する。「証券化・流動化」の段階では、権利をそのまま資産として、高度な活

用をすることを考える事になる。 
 
 

３－２ 証券化・流動化 
・コンテンツを証券化する最大のメリット 

 
 
 時代はコンテンツの証券化に向かっているといえるが、そもそもコンテンツを証券化す

る最大のメリットは何なのだろうか。それはアドバンスマネーの魅力である。例えばコン

テンツが生む将来のライセンス料収益を証券化した場合、オリジネーター（コンテンツホ

ルダー）にとってのメリットとしては、通常であれば支払期ごとに定額のライセンス料収

入を得ることに限定されていたのが、証券化により将来の予想収益分を現在価値に換算し、

前倒しで資金調達をすることが可能になる点である。これによって調達した資金を再投資

に振り向けることも可能となる。また、オリジネーターの破産・倒産による影響を回避す

る措置を講じることによって、証券化はオリジネーターにとってノンリコース（プロジェ

クト以外に遡及権が及ばないこと）となりうる点もメリットである。この点は、同時に、

オリジネーターの抱える様々なリスクを回避しつつ、オリジネーターという固有の存在で

はなくプロジェクト自体への投資を可能とするため、もちろん投資家サイドにとっても魅

力的なシステムといえる。 
 
 
・海外のコンテンツ証券化ビジネス 

 
 
 アメリカでは１９９０年代後半から知的所有権の証券化の事例が報告され、１９９７年

から２０００年の４年間に行われた取引案件数は公表ベースで２０件、資金調達の総計は

約２０億ドルに達すると報じられている。オリジネーター別では、音楽産業での取引件数

が最も多いが、調達金額からみると映画産業が最も多くなっている。 
 アメリカでコンテンツの証券化ビジネスが盛んな理由としては、知的所有権についても
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信託方式の活用が可能であるなど法制度の整備が進んでいる点を指摘できる。 
 
 
・コンテンツ証券化ビジネスの今後 

 
 
 アメリカでは、著作権の証券化ビジネスが飛躍的に増大すると予想されていたが、実際

にはその後報告例は意外と伸びていないのが実情である。ひとつの要因としては、このよ

うな調達事例は、ほとんど私募で行われ、しかも、報道によるプロモーション効果を狙っ

たものでない限り、通常はできるだけ隠密に行おうというインセンティブが働いているこ

とが一因として考えられる。 
 資産自体に内在する問題も無視できない。具体的には、こうしたスキームを組める水準

までに将来にわたって安定したロイヤルティ収益が見込める担い手の数が非常に限られて

いることを指摘できる。一方、こうしたスキームのオリジネーターとなりえる権利者にと

っては、証券化が唯一の効率的資金調達手段ではないことや、証券化にあたって煩瑣（は

んさ）な権利処理を求められることも証券化が進まない要因のひとつである。その意味で、

今後、コンテンツの証券化を活用するにあたっては、多様なスキームを使い分けるととも

に、これを単なる資金調達手段とは捉えず、プロモーションや視聴者参加の一形式として

多目的利用することが活性化のカギとなるだろう。 
 
 
 ３－３ 事例 コンテンツ制作支援会社アイコット 
 
 
２００５年１２月２０日、株式会社アイコットは、テレビアニメと劇場用映画を対象と

したアイコット映画１号ファンドとアイコットアニメ１号ファンドを続けて、みずほ証券

と組成すると発表した。ファンドの対象となるコンテンツは、劇場用実写映画３本、テレ

ビアニメ１本、組成総額は１０億円強程度の見込み。 
劇場公開、テレビ放映、ビデオ、ＤＶＤの販売の他、ブロードバンドや携帯電話での配

信、キャラクターマーチャンダイズなど、様々な二次利用で回収を狙う。従来型の製作委

員会方式では、著作権の一元管理が難しく、ダイナミックかつ新たな回収スキームの策定

が難しかったが、今回のファンドによる資金調達方式をとる事により、著作権の一元化を

図ると共に、新しい回収モデルを模索する。 
 
劇場映画は、小林政広監督作品と青山真治監督作品の２作。（どちらも鈴木京香主演）と

「ミナミの帝王」の萩庭貞明監督による作品１作の計３作品。テレビアニメは声優を目指
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す女の子のサクセスストーリー「ラブゲッＣＨＵ」。オリジナルの携帯ゲームコンテンツが

原作という初の作品で、従来にないビジネスモデルとなっている。 
ファンドへの資金調達手段は、アニメファンドはネット証券会社による一般公募、映画

ファンドは証券会社が直接投資家を集める予定。ファンドの運営期間は３年を予定してい

る。 
 
・作品名および監督、出演： 
【映画】 
「ええじゃないかニッポン・気仙沼編（仮題）」 小林政弘監督 鈴木京香、杉本哲太 
「こおろぎ」 青山真治監督 鈴木京香、山崎 努 
「大阪潜入捜査官（仮題）」 萩庭貞明監督 神保悟志、藤真梨子 
【アニメーション】 
「ラブゲッ CHU」 原作：小泉まりえ・アリコシステム 東郷光宏監督 
 
 

 ３－４ 事例 「電車男」 
 
 
「電車男」は、２００４年の暮れに新潮社から出版され、大ヒットを記録した作品であ

る。「電車男」が興味深いのはこの物語が、実は「中野独人」という一人の作家によって書

かれたものではなく、インターネットサイト「２ちゃんねる」の不特定多数の匿名の投稿

者によって出来上がったという点である。そのため、「電車男」は作品自体の面白さといっ

た次元とは別に、今後のコンテンツビジネスや著作権法のあり方について多くの疑問点と

投げかけた。「電車男」の著作権は誰に帰属するのか、出版によって生じる「印税」は誰の

ものか、あるいはこの物語によって映画化・ドラマ化され、誰に許諾を求めればいいのか、

等である。 
まず、「電車男」の著作権は、誰に帰属するのだろうか。「２ちゃんねる」では投稿者の

著作物に関する権利が運営者に帰属するとはされていないので（仮にこのような規約があ

ったとしても、その効力には疑問がある）、「電車男」の著作権は各投稿者に帰属する事に

なる。そうであれば、本来、出版に当たっては「著作隣接権者」である各投稿者の許諾が

必要となるのが著作権法の建前である。書籍には各投稿者の著作権は放棄されていないと

いう認識のものと、著作隣接権者である「２ちゃんねる」の運営者に許諾を得て出版にい

たった事が断り書きとして記載されているが、これでは許諾を受けた事にはならない。 
また、出版によって生じる利益は誰のものだろうか。「電車男」の場合、「印税」の一部

は新潟中越地震の被災者の方々に義援金として寄付される事になり、部分的には一応の解

決を見たと考えられているようだが、コンテンツの利用による利益は出版印税だけではな
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く、印税分だけ社会還元しさえすれば、許諾なく著作物を出版してよいという道理は立た

ない。さらに、ドラマ化・映画化によってヒットし、莫大な利益が生まれるが、その場合、

著作者への公正な利益の還元は、より深刻な問題となる。 
発刊以来瞬く間にヒットとなった事からもわかるように、「電車男」がすぐれたコンテン

ツであることは疑いのないところである。しかし、作品の創作に関わった投稿者の誰が、

投稿した際に自分の投稿部分が他の人の投稿部分と結合してひとつの単行本として出版さ

れる事を予想しただろうか。著作権のクリアが出来ないというために、この魅力的なコン

テンツの利用が困難になるのは望ましい事ではないとは思うが、著作権法の原則は、著作

者の意思を最も重視する事にある。今後は著作権者の確定に向けた努力や事前告知、文化

庁長官の裁定による供託の手続きが適切か等、慎重に検討するべきだろう。このような問

題点を提起したという意味でも、今回の「電車男」出版には意義があったといえるのでは

ないだろうか。 
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結論 わが国のコンテンツビジネス発展へのアプローチ 
 
 各章で述べた、コンテンツビジネスの多くの課題点を達成するために、３つの目標と１

０の具体策をここに示し、我が国のコンテンツビジネスの事業規模を拡大させるための提

案とする。 
 
 ・３つの目標と１０の具体策 
 
 
目標１ 
資金、人材、技術等ビジネスの基盤を整備し、業界の近代化・合理化をさらに進める 
 
今後わが国のコンテンツビジネスが大きく発展していくためには、一部に見られる資金

管理や契約、労働環境などの面での問題が改善され、業務の一層の近代化・合理化が進め

られることが重要である。幸いなことに、近年、業界内で改善に向けた取組が積極的に進

められていることから、国としても、このような業界の取組を加速化するため、資金、人

材、技術などの面でコンテンツビジネスの基盤整備に関する多面的な支援を行うとともに、

業界の発展にとって問題となる非合理的で違法性の高い取引慣行の排除等を進め、コンテ

ンツビジネスの大きな発展を目指すことが必要である。 
 
具体策１ 業界の近代化・合理化の支援～チャンスが光る業界へ～ 
（重点項目） 
１ 契約慣行の改善や透明化に向けた取組を奨励、支援する 
２ 経営、法務、財務などにおける専門人材の活用を奨励する 
３ 独禁法の厳正な運用等により競争政策を充実させる 
４ 弾力的な価格設定など事業者によるビジネス展開に関する取組を奨励する 
 
具体策２ 資金調達手段の多様化～豊富な資金でビジネスチャンスを創る～ 
（重点項目） 
１ コンテンツ制作への融資を拡大するための措置を講じる 
２ コンテンツ制作への投資等を拡大するための措置を講じる 
３ 情報開示など投融資を促進するための環境を整備する 
 
具体策３ コンテンツ制作等へのインセンティブの付与～ビジネス展開をサポート～ 
（重点項目） 
１ コンテンツの制作・投資等を促進するために必要な税制上の措置を検討する 
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具体策４ 人材育成の強化～「ひと」がビジネスを変える～ 
（重点項目） 
１ 高等教育機関等におけるプロデューサーなどの人材育成を支援する 
２ 映像産業振興機関の設立を支援する 
 
具体策５ 新技術の研究開発等の支援、普及～テクノロジーがビジネスを変える～ 
（重点項目） 
１ ＣＧをはじめとする先端映像技術などに関する研究開発を支援する 
２ 映画等の制作・流通及び上映を通じたデジタル化を推進する 
３ ハイビジョン技術の研究開発の支援等を行う 
４ コンテンツ流通技術の研究開発の支援等を行う 

 
 
目標２ 
活躍する者に光をあて、社会をリードするビジネスを目指す 
 
コンテンツの各分野は、人々の豊かな生活や文化の観点から重要な役割を果たすととも

に、アニメやゲームソフトなどは日本を代表するポップカルチャーとして欧米で高い評価

が与えられているにもかかわらず、わが国においては、現在でもなお十分な評価は与えら

れていない。また、この分野に従事する者についても、特に制作部門において、その業務

の重要性や実際の活躍の度合いに比べ、実際の社会的・経済的評価は十分とはいえない場

合が少なくない。このため、今後、我が国コンテンツ分野への人材の一層の流入を進め有

望な人材を確保し、この分野の一層の活性化を図るため、国は、コンテンツに関係する人

材に光を当て、ビジネス自体の社会的な認知度を向上させるための施策を充実させること

が求められている。こうした施策を通じて、コンテンツビジネスが社会をリードする役割 
を担う存在となるよう図ることが必要である。 
 
具体策６ 人材の発掘と顕彰～コンテンツ人材を探す～ 
（重点項目） 
１ コンペティションの開催や顕彰の機会の拡大・広報などを通じ、コンテンツ人材を早

期に発掘、育成する 
 
具体策７ 教育・啓発の充実～もっとコンテンツを知る～ 
（重点項目） 
１ コンテンツに触れる機会の増大等、教育や啓発を充実させる 
 



 18

目標３ 
海外、新分野のビジネス等を大きく展開する 
 
わが国産業の歴史を振り返ると、国際競争力を有する製品を武器に、国内だけに留まら

ず積極的に海外展開を図ることにより、新たな市場を獲得し、より大きな収益を上げ、日

本経済の発展に大きく貢献してきた。これまで、コンテンツ自体への国際的な評価が高い

もののビジネス展開が必ずしも十分でないとされてきた我が国コンテンツ分野も、その事

業規模が横ばいもしくは微減を続ける今、もはや例外であることは許されない時代を迎え

ている。今まさに日本のコンテンツを生かして、海外、インターネットなど新たな市場を

開拓し、我が国コンテンツビジネスを大きく展開するとともに、日本文化の積極的な発信

により海外での日本のイメージを向上させることが求められている。このような状況を踏

まえ、国としても、ビジネス界の積極的な取組を加速化するため多面的な支援を行う必要

がある。 
 
具体策８ 海外展開の拡大と海賊版対策の強化～アジアへ、そして世界へ～ 
（重点項目） 
１ 国、在外公館、ＪＥＴＲＯ、国際交流基金などを通じた海外展開を支援する 
２ 東京国際映画祭の抜本的な強化による海外展開を支援する 
３ 国際交流などによるジャパンブランドの発信強化を図る 
４ あらゆるチャネルを通じた海賊版の取り締まりを強化する 
 
具体策９ ブロードバンドなどによる事業展開の推進～もっと便利におもしろく～ 
（重点項目） 
１ コンテンツの利用に関する契約締結、データベースなどの整備を促進する 
２ 青少年の健全育成への自主的な取組を奨励、支援する 
３ コンテンツに関する法制度や運用について検討等を行う 
４ ブロードバンドなど新たな流通手段におけるコンテンツ事業の推進を支援する 
 
具体策１０ 地域等の魅力あるコンテンツの保存・発信強化～日本全国をコンテンツで豊

かに～ 
（重点項目） 
１ 地域等の伝統・文化デジタルアーカイブの構築やその活用などを支援する 
２ 地域における「コンテンツ戦略」に関する取組を奨励、支援する 
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・研究を終えるにあたって 
 
 
今回の研究では、おおむね著作権や著作隣接権などにより保護される「コンテンツ」を

対象とした。しかし、ファッションなどの「デザイン」や「料理」、「観光資源」、更にはス

ポーツ等の「イベント」など、著作権等による保護を受けない知的・文化的な資産であっ

て我が国の将来にとって重要なものは、今回の「コンテンツ」の周りに大きな広がりを持

って存在している。また、新技術の研究開発に伴い、従前には予想されなかったまったく

新しい形態の「２１世紀型コンテンツ」が登場し、経済社会に大きな革新をもたらすこと

も十分考えられる。国は今後、こうした幅広い分野に着目し、その振興を図るための施策

を検討する必要があるだろう。 
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