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1.　はじめに

情報技術の発達とインターネットの普及は、
コンテンツをめぐるビジネス構造を大きく変え
た。Negroponte （1995）が提唱した当時はまだ
その片鱗しか見えていなかった「デジタルコン
バージェンス」は、需要側にとっては1台で文
章や映像、音楽や学習素材などさまざまなコン
テンツに触れることができる多機能情報端末と
それを支えるサービスの爆発的な普及によっ
て、そして供給側にとってはそれまで分断され
ていた業界間のコラボレーションの一般化とビ
ジネスモデルの融合によって、動かしがたい現
実として目の前に現れてきている。
本研究は、こうした近年の大きな流れの中で、
コンテンツ創造のプロセスが受ける影響とつき
つけられた課題、及び、開かれつつある可能性
について考察するものである。あらゆる有用な
技術には、メリットとデメリットの双方が存在
する。デメリットを避けつつメリットを享受す

るためにどのようにしたらいいか、そのために
何が必要かについても併せて考察する。

2.　コンテンツビジネスの現状と知的創造サイ

クルの課題

わが国においてコンテンツ産業は、その影響
が広範に及ぶことから近年注目を集めることが
少なくないが、それ自体として目下成長著しい
というわけではない。デジタルコンテンツ協会
のまとめによれば、2010年のわが国のコンテン
ツ市場規模は12兆641億円と対前年比0.8%減で
あり、2007年にピークを迎えて以降、減少傾向
が続いている（図1）。セクター別にみれば、全
体の約4割強を占める静止画・テキストの領域
での落ち込みの影響が目立つ。もちろん、目下
の不振は急速な経済成長の続く一部新興国を除
く先進国に共通してみられる状況であり、2008

年のリーマン・ショック以降の世界的な経済低
迷の影響が大きいものとされる。とはいえ、中
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長期的には世界各国でコンテンツ市場の成長が
期待される中（経済産業省 2011）、わが国では
ごくわずかな成長にとどまるとの見方が強く、
伸び悩み感は否定できない。コンテンツ産業を
めぐる問題はさまざま指摘されているが、こう
した市場の収縮ないし伸び悩みは中でも最大の
課題といえる。
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図1　わが国のコンテンツ市場規模推移

※デジタルコンテンツ協会編『デジタルコンテン
ツ白書2011』より。

2.1 「知的創造サイクル」に欠ける視点

コンテンツが本格的に政策上の関心事となっ
たのは、今世紀に入ってからである。現在、コ
ンテンツ産業に対する政策は、経済産業省の他、
総務省、文部科学省傘下の文化庁によって分担
（あるいは一部重複）して所管されているが、
政府全体としては、2010年6月に閣議決定され
た新成長戦略、及び知的財産推進計画の下に位
置づけられ、国家戦略の重要な一部を形成する。
しかし、もともとわが国が政策面で明示的に知
的財産の国家戦略的な重要性を打ち出したのは
1990年代であり、それは当初、米国等のプロパ

テント政策に呼応した科学技術振興政策の一環
としてであった（特許庁（1997））。もちろん当
時からコンテンツもその範疇に含まれてはいた
が、当時の政策の主眼は特許権等のいわゆる工
業財産権にあったのである。
このことは、政府の知的財産戦略の中核的な
考え方である「知的創造サイクル」の微妙な変
化からもうかがえる。図2は、1997年の「21世
紀の知的財産権を考える懇談会報告書」に登場
する知的創造サイクルと、2005年の知的財産推
進計画に登場する知的創造サイクルとを比較し
たものである。現在の「知的創造サイクル」は
図2（b）のようなものであり、「創造」「保護」「活
用」がサイクルを描くかたちとなっているが、
90年代当時は図2（a）の通り、「創造」「権利設
定」「権利活用」と表記されていた。「権利設定」
との表記はいうまでもなく、工業財産権が著作
権等と異なりその発生に手続きを要することの
反映である。当時は特許申請件数の少なさが大
きな関心事項であり、こうした表記になったも
のと考えられる。その後、コンテンツが知的財
産政策の関心事項となったため、コンテンツを
包含するよう、サイクルが書き換えられた。す
なわち、当初科学技術政策として構想された知
的財産戦略の中に、コンテンツが取り込まれた
のである。
もちろん、コンテンツが知的財産であること
はまちがいなく、したがって知的財産戦略の中
にコンテンツが取り込まれることには何の不思
議もない。しかし、これによって抜け落ちた視
点があることも忘れてはならない。それはこの
サイクルが、クリエーターやコンテンツ企業、
メディア企業、権利管理会社や団体など供給側
プレーヤーのみから成り立っており、需要側で
ある利用者、すなわち一般の消費者を考慮に入
れていないということである。もちろん、「創
造」のサイクルであるから、それが供給側のプ
レーヤーによって構成されること自体には、一
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見何の不思議もない。しかし、BtoC市場が事
実上存在しない工業財産権とちがって、著作権
ではBtoC市場が重要であり、また後記のよう
に、現在のコンテンツビジネスにおいては、創
造のサイクルに果たす消費者の役割が重要であ
ることから、これを軽視することは、創造サイ
クルそのものやその活性化への理解を困難にす
る。

2.2 知的創造サイクルの「漏れ」と「目詰まり」

確かに、表面的には、コンテンツの知的創造
サイクルにおいて、利用者はコンテンツ「活用」
の客体にすぎない。しかし、近年の情報技術の
進歩やインターネットの普及は、こうした考え
方を過去のものとしつつある。
そもそも、知的創造サイクルの活性化が重要
な政策課題となるのは、そこに「漏れ」ないし
「目詰り」があるとの認識があるからである。
しばしば槍玉に上げられるのは、利用者の一部
にみられる権利侵害であろう。特にデジタルコ
ンテンツはコピーによる劣化がなく、適切な著
作権保護手段がとられなければ、違法コピーが

蔓延し、本来収益となるべきものがこのサイク
ルから漏れ出し、正規版の市場を奪うのではな
いかとの懸念が持たれている。たとえば、コン
ピュータソフトウェア著作権協会（ACCS）と
日本音楽著作権協会（JASRAC）は、2006年に
調査を行い、ファイル交換ソフト「Winny」の
ネットワーク上で権利者に許諾なく公開ないし
流通されている音楽ファイルやコンピュータソ
フトなどについて、その被害相当額が合計で
約100億円（うち音楽ファイル被害額は約4.4億
円）に上るとの試算結果を発表した（JASRAC 

2006）。
また、デジタルコンバージェンスによって、
インターネットが情報流通の重要な手段となる
につれ、コンテンツの低価格化が進み、事業者
の収益を圧迫するようになったことも、重大な
懸念材料といえる。インターネットは当初、無
料の情報共有を目的としたネットワークであっ
た経緯もあり、きわめてオープン性が高いこと
が特徴となっている。このため、現在に至るま
で、無料ないしごく低額でなければコンテンツ
が流通しにくい場となっている。したがって、

21世紀の知的財産権を考える懇談会報
告書（1997） 

知的財産推進計画2005 

科学技術創造立国を実現するためには、創
造された技術を適切に保護し、効果的な活
用体制を確保するとともに、その技術を財
として明確に位置付けることにより経済
的価値を生み出す、「知的財産権」による
「知的創造サイクル」を築き上げることが
必要である。

知的財産を有効に活用して国富を増大させるため
には、研究開発部門やコンテンツの制作現場にお
いて質の高い知的財産を生み出し、それを迅速に
権利として保護し、経済活動としてその実用化・商
品化を行うことが求められる。そうした流れを確固と
したものにすることにより、知的財産を拡大再生産
し、知的財産の創造、保護、活用の好循環（「知的
創造サイクル」）を生み出すことが重要である。
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図2　「知的創造サイクル」の変化
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コンテンツ流通のプラットフォームがネットに
移行する中で、コンテンツを低価格ないし無料
で頒布するビジネスモデルが適用される領域が
次第に広くなっており、結果として収益が上が
りにくい状況が生じている。すなわち、ネット
自体が、コンテンツを提供し収入を得るという
サイクルにとって、収益機会の「漏れ」をもた
らす存在となっているのが現状である。また、
クリエーターが適切な報酬を得ることができな
ければ、次のコンテンツ創造を行うことができ
ず、優れた才能が他業界に流れたりして次世代
の人材育成にも支障が生じるなど、再生産のサ
イクルが「目詰り」を起こしてしまう結果とな
る。
近年のコンテンツ政策の主眼は、こうしたサ
イクルの「漏れ」や「目詰り」への対策にあっ
た。「創造」の面ではクリエーターやプロデュ
ーサー育成のための教育プログラムの開発、「保
護」の面では権利保護技術の普及とより積極的
な取り締まり、そして「活用」の面では成長可
能性の高い国外を中心とした販路の拡大に向け
た施策が展開されている。しかしこれらは、い
わば流れの悪いパイプに大量の水を強い流れで
送り込んだり、パイプの穴を補修したりするよ
うな作業である。流量を増やす効果もあろうが、
同時に漏れをさらに増やしたり、雑な補修で摩
擦が増えたりする結果にもなりかねない。権利
保護強化と活用促進との間の摩擦はそうした弊
害の典型例であろう。権利がより強く保護され
れば、クリエーターの収益機会は増えそうにも
思えるが、田中（2011）が示すように、実際に
は合法に利用している利用者の利便性までも損
ねたり、コンテンツに触れる機会を減少させた
りするため、需要そのものが減ってしまう効果
も同時に発生し、結果として権利保護強化が収
益を増加させない場合がある。むしろ、漏れや
目詰りの無理やり克服しようと試みるのではな
く、より自然なかたちでコンテンツ創造サイク

ルの流れを改善する方策を考える必要がある。

2.3 知的創造サイクルと利用者の役割

コンテンツの知的創造サイクルの漏れや目詰
りに直接的に働きかける策以外のアプローチと
して、利用者、すなわちコンテンツの消費者の
役割を再認識する動きがある。ここ数年特に注
目を集めているのは、いわゆるソーシャルネッ
トワーク、中でもインターネット上での人々の
つながりを活用した手法であろう。情報技術の
発達とインターネットの普及は、情報発信や共
有のコストを劇的に引き下げた。それまで、主
にマスメディアが発信する情報の受け手でしか
なかった人々が、さまざまな情報をやりとりで
きるようになってきている。こうして発生した
ネット上のコミュニティでは、影響力の強い、
いわゆるインフルエンサーを介した情報のネッ
トワークが形成され、そこで流れる情報は、し
ばしばマスメディアにも劣らない信用力を持つ
とされる。こうしたソーシャルネットワークで
正規版のコンテンツを共有しつつ楽しめる環境
が用意されれば、海賊版コンテンツへの需要を
減少させる効果が期待できる可能性がある。
こうしたソーシャルネットワークを通じた消
費行動は、通常のコンテンツ消費とは異なる価
値観で行われるため、コンテンツの低価格化の
影響を受けにくい場合がある。たとえばオンラ
インゲームの分野では、月額課金方式と比べ、
アイテム課金方式のARPU（利用者当たり平均
収益）がはるかに高いことが知られている（オ
ンラインゲームフォーラム 2007）。プレーヤー
間でアイテムを競ったり、あるいはそろえたり
しようとする動機が、財布のヒモをゆるめる効
果をもつのである。こうしたネットワークの力
を、コンテンツ購買につなげようとするアプ
ローチが盛んになるのは当然であろう。しか
し、こうした動きは、Pricewaterhouse Coopers 

（2011）などに典型的にみられるように、事業
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者の視点から「利用者に金を払わせるためのソ
ーシャルネットワーク活用」を考えるという色
彩が強く、必ずしも利用者の視点に立ったもの
とはいえない。
ここで欠けているのは、コンテンツ「創造」
のプロセスにおける利用者の役割についての新
たな視点である。コンテンツ創造の担い手であ
るクリエーターが、多くの場合、当該コンテン
ツの熱心な利用者の中から生まれることはよく
知られているが、これまでのコンテンツ振興政
策や事業者によるさまざまな取り組みは、作り
手たるクリエーターと利用者の間には高い壁が
あり、後者のうち並外れた才能ある一部だけが
その壁を超えて前者の側に移行することができ
るといった考え方に立脚したものが多かった。
しかし現在、多くのコンテンツ分野で、こうし
た線引きは次第に難しくなってきている。
コンテンツクリエーターの世界は、多くの分
野で、ごく一部のトッププロ、及びその下の定
評あるプロのさらに下に、必ずしも充分とはい
えない収入で悪戦苦闘するプロないしセミプロ
たちが多数存在する構造となっている。さらに
その下には、お金を払ってでもクリエーターに
なりたいアマチュアがさらに数多くおり、そし
て純粋な消費者がいるという、いわば人材のピ
ラミッド構造になっている（図3）。たとえば出
版業界のクリエーターにあたる書き手で考えて
みると、ベストセラー作家と呼べる書き手はせ
いぜい数十～数百人程度であると推定されるの
に対し、日本文芸家協会の登録者数は2,552人
（2011年4月1日時点）であり、2005年実施の国
勢調査において主たる職業を「著述家」と回答
した者は29,215人であった。これらの中には、
著述だけでは生活できず他の職業を兼務してい
るという意味での「セミプロ」が数多く含まれ
ているものと思われる。さらに、アマチュアの
著述家数はその定義も含め推定が困難だが、日
本最大の同人誌市場であるコミックマーケット

における参加サークル数（出版物刊行を目的と
しないものも含む）が35,000あり、その中には
それぞれ複数人数の著述家が所属していると想
定され、また落選したサークルや参加しないサ
ークルもあるであろうこと、また、2009年1月
末時点でブログ登録者数が約2,695万人であっ
た（総務省 2009）ことなどから、全体として
数十万～数百万人程度と推定される。

たくさん稼げる人

そこそこ稼げる人
あまり稼げなくても
やりたい人

金を払っても
やりたい人

消費したい人

プロ

アマ

図3　コンテンツ創造の人材ピラミッド

このようなピラミッド構造の中で、プロとア
マの分かれ目は、ジャンルにもよるが、比較的
はっきりとしていた。しかしこの差は、つきつ
めれば、生産手段へのアクセスとそのコスト負
担能力の有無によってつけられていたのであ
る。出版の分野でいえば、これは商業出版のル
ートに自らの著作を載せることができるかどう
かということになる。この壁が、情報技術の発
達やインターネットの普及に伴って取り払わ
れ、あるいは低くなれば、プロとアマの境目は
限りなく曖昧になり、底辺のプロとトップアマ
との間に融合ないし逆転現象が発生する。プロ
の中に仕事を失い、あるいは収入を激減させる
者が出てくる一方で、アマだった者の中に、プ
ロへと移行する者、あるいはアマチュアのまま
商業活動を活発に行う者などが登場する状況
は、既に発生し始めている。
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2.4 新たな流れ

そうした、人材ピラミッド中間層の融合の事
例の1つとして、「初音ミク」現象を取り上げる。
歌詞とメロディを入力して歌声を生成するソフ
トウェア「初音ミク」は、2007年8月に発売さ
れて以来、音楽制作（DTM）ソフトとしては
異例の大ヒットとなった。ソフトウェア自体の
できもさることながら、商品のキャラクターが
バーチャルアイドルとして独自の人気を博した
こと、それらを使って作られた音楽動画が「ニ
コニコ動画」等の動画投稿サイトを中心に数多
くアップロードされたことなどが、大ヒットの
背景にある。それらの中にはCDとして販売さ
れるようになったもの、またオリコンなどのチ
ャートで上位にランクされるものも少なからず
あり、最近では海外メディアにも取り上げられ
注目を集めるなど、まさに「初音ミク現象」と
呼ぶべき状況になっている。
「初音ミク」やその類似製品群で重要な点は、
これにより音楽活動への参加のハードルが大幅
に下がったことである。これまで、趣味の世界
を超えて本気で音楽活動をしようとすれば、仕
事や生活などの実生活をかなりの部分犠牲にし
なければならなかったが、コンピュータを使っ
たDTMであれば、1人でも本格的な音楽制作を
行うことが可能である。しかし「初音ミク」等
の登場前は、DTMで歌詞を伴った歌声を生成
することは不可能であり、そのため制作された
音楽の市場性はきわめて限定されたものであっ
た。その意味で「初音ミク」等は新たな音楽制
作の可能性を開く画期的な商品だったといえ
る。
また、1人で音楽制作ができるということ
は、日常生活と高度な音楽活動との共存をこ
れまでより容易にしただけではなく、一般的
なプロの水準以下のクリエーターにとって
の音楽活動への参入障壁を引き下げたという
点でも重要である。もちろん、これで誰も

が人気アーティストになれるというわけで
はないが、「初音ミク」と、その楽曲の発表
の場である「ニコニコ動画」の組み合わせ
は、クリエーターの門戸を広げ、多様な才
能を呼び込む場を提供したことで、まぎれ
もなく新たな才能の発掘ルートの1つとなった。
そこでは誰か権威者がいて才能あると見込んだ
者を育てるスタイルではなく、ネットによって
発言力を得た一般利用者たちの集合的な力によ
って、新たな才能が発見され、彼らの応援によ
って育てられるというエコシステムができ上が
っているのである（濱野 2008）。
こうした集合知、いいかえれば「ネットの力、
みんなのチカラ」の可能性を開くツールが、今、
音楽以外の領域でも続々登場している。テキス
トであればブログやSNSがあり、実際にどれほ
どの人に届くかは別として、潜在的には世界に
対して自らの著作物をほぼゼロコストで発信す
ることができるようになった。アニメの世界で
も、「RETAS」 や「After Effects」、「Flash」 と
いった、アマチュアでも買うことができる価格
で売られているソフトウェアを使えば、テクニ
ック次第でプロ顔負けの作品を作ることも可能
である。そして、ネットユーザーたちがそれら
をウェブ上で発見し、共有し、発信していくた
めのソーシャルネットワークサービスが、誰に
でも利用可能なかたちで提供されている。単に
可能性があるというだけでなく、実際に、「電
車男」や「実録鬼嫁日記」のようにネット掲示
板やブログ等からヒット出版物が生まれた事
例、「ひぐらしのなく頃に」のように同人制作
ゲームが商業化された事例、「ほしのこえ」の
ように1人でコツコツと作り上げたアニメ作品
が劇場公開された事例等が続々と出ているの
である。こうした創造のルートが各コンテン
ツ領域でみられるという状況は、かつてToffl er

（1970）が夢想した「prosumer」が、やや特異
なかたちではあるが現実化したものということ
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もできる。
もちろん、こうした流れの中で、力のあるア
マに食われ、収入や仕事を奪われるプロが出て
くることは、既存の業界にとって必ずしも望ま
しいことではないかもしれないが、だからとい
って押しとどめられるものでもない。重要なこ
とは、コンテンツの消費者の側は、必ずしも専
業のプロにしか作り出せない高いクォリティの
コンテンツだけを求めているわけではない、と
いうことである。100億円かけて作られた映画
と、素人の友人等が撮った面白動画とでは、当
然ながらクォリティに大きなちがいがあること
は素人の消費者にもわかる。しかし、だからと
いって、彼らがその質の差にふさわしい金銭的
価値の差を見出すとは限らないのである。プロ
のコンテンツとアマのコンテンツは、等しく利
用者の「アイボール」を奪い合うライバルとな
っている。プロには認めがたいであろう現実で
はあるが、こうしたプロとアマが入り交じる新
たな環境への対応が求められている。

2.5 集合知の分類と「知」の質の低下

とはいえ、上記のような、コンテンツ創造の
人材ピラミッドにおける中間層の融合は、別の
観点から懸念すべき点もある。たとえば、「初
音ミク」を使った楽曲が公開され、それに他の
ユーザーが映像を付けた動画が作られ、ファン
たちが共有し、そのよさを発信したりする中で
人気を博し、やがてCDとして発売されていっ
た例のように、ネットを通じて多くの人々の力
が結集することによってコンテンツが創造さ
れ、発見、育成されていくプロセスを、集合知
のひとつのあらわれとみる考え方がある。こう
した集合知の事例は、音楽の世界だけでなく、
書籍、報道など他の分野でもみられる。たと
えばWikipediaは、その他の情報サイトと併せ、
それまで百科事典の執筆者が担ってきた役割を
集合知によって置き換えるものであり、また報

道の分野でも、ツイッターやフェースブックな
どのソーシャルメディアを通じ、一次情報の発
信からその伝播にいたるまで、業界外の人々に
よって担われる部分が大幅に拡大している。ア
ニメやゲームなど、多くの人々の緊密な共同作
業が必要なジャンルでは、そうした動きはやや
控えめなものにとどまっているものの、それで
も技術進歩により、アマチュアに手の届く範囲
は着実にプロの領域と重なりあうようになって
きている。
こうした、プロとアマの中間領域の融合は、
技術進歩に伴う市場や社会の変化として自然な
流れであるとはいえ、「知」のあり方として望
ましいものとは限らない。訓練を積んだプロに
よって担われてきた情報発信の一部が、そう
ではないアマによって行われることは、その
まま「知」の質の低下につながる可能性があ
る。集合知には、個々の参加者の知を結集して
広い範囲をカバーすることで実現するタイプの
もの（仮に「加算型集合知」と呼ぶ）と、多様
な知を集約・加工することによって新たな高次
の知を生み出すタイプのもの（仮に「集約型集
合知」と呼ぶ）とがある。このうち、前者のタ
イプの集合知の典型例としてしばしば言及され
るWikipediaについては、Giles（2005）のよう
に、ブリタニカ百科事典に匹敵するほどの信頼
性があるとする評価もあるものの、専門家の間
では、学術的、専門的な論考のソースとしてと
らえることには否定的な意見が強く、一般的に
も、信頼性に疑いのある記載が数多く含まれて
いるとする評価の方がより受け入れられている
（「6割のユーザーがウィキペディアの信頼性に
疑問…… - アイシェア調べ」マイコミジャーナ
ル2007年12月10日）。上記の初音ミクの事例も、
多くの場合、プロの作品と比べればコンテンツ
としての質の差は歴然としている。これは、後
者のタイプの集合知の典型的な例である予測
市場が、Berg, Nelson, and Rietz （2003）やPlott 



Journal of Global Media Studies   Vol. 9

―  48  ―

and Chen （2002）にみられるように、世論調査
や専門家の予測をしばしば上回る精度の予測結
果をもたらすことと対照的といえる。すなわち、
集合知に「水準」の考え方を導入すると、ネッ
ト上のフラットなユーザー間のコラボレーショ
ンから生まれることの多い加算型集合知には、
必ずしも質が高いとは限らないという問題が常
につきまとうということになる。したがって、
訓練を受けた専門家による知から、この種の集
合知への代替が起きた場合、文化という観点か
らは、質の低下が懸念すべき問題となる。もし
このような変化が不可避であるならば、何らか
の対応を考えるべき時期に来ている。

3.　出版業界の現状と課題

上記のような現状とそれに対する方策を、出
版業界を事例として考えてみる。

3.1 出版業界の現状

出版業界は今、「出版不況」とも呼ばれる苦
境に立たされているといわれる。その原因とし
てしばしば指摘されるのは、ネットの普及等に
よる読書離れの進行である。たとえば2011年10

月21日付読売新聞は、「1か月読書せず50%…読
売世論調査」と題した記事で、「読売新聞社が
1～ 2日に実施した読書に関する全国世論調査
（面接方式）によると、この1か月間に本を1冊
も読まなかった人は50%（昨年52%）で、2009

年調査から3年連続で50%台となった。本を読
まなかった人は、20歳代では1980年の調査開
始から最多の50%（同46%）に増えるなど、「本
離れ」に歯止めがかかっていない」と報じてお
り、懸念を示している。しかしこれは、実態を
とらえたものとは必ずしもいえない。図4は、
出版業界の中でも、書籍の市場の販売部数と出
版点数の推移を示したものである。棒グラフは
販売部数で、1996年をピークとして下落基調に
転じたが、その後少し持ち直していて、その後

はほぼ同水準を維持している。一方、折れ線グ
ラフは出版点数をあらわすが、こちらは一貫し
て増加傾向にある（1995年前後の大きなジャン
プは出版点数に自費出版物を加える統計上の変
更による）。販売部数が伸びないのに出版点数
が増加しているということは、一冊当たりの売
上が落ちていることを意味する。売れ行きがよ
くないので、出版点数を増やして売上を保とう
としているという見方もできよう。当然、1冊
当たりの販売部数の低下は固定費負担の相対的
増大を意味し、その分だけ利益を圧迫すること
になる。

図4　書籍市場の推移

しかしこの変化は、決して、消費者側の需要
の変化にだけ起因しているのではない。出版業
界の製造及び流通の各段階における数々のイノ
ベーションが大きく影響している部分もある。
現在出版業界の流通慣行となっている委託返本
制は、戦後に定着したものである。これにより、
書店側が、売れ残りリスクを気にせずに本を売
ることができ、多様な品ぞろえができる、ひい
ては、豊かな出版文化が形成されるというメリ
ットがあった。その後、1970年代には製本工
程の自動化が進み、80年代から90年代にかけ
て、それまでの活版印刷からDTPとオフセット
印刷へ本格的に移行した。電子入稿された原稿
をDTPで処理し、オフセット印刷に回す手法は、
植字工が1字1字活字を拾っていく活版印刷と
比べ、印刷に入るまでのリードタイムを大幅に
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短縮でき、これが出版点数のさらなる増加を可
能にした。コンビニや郊外型書店など、流通ル
ートの多様化も、これに拍車をかけた。
しかし、出版点数が増えていくと、店頭に並
べても売れず、結局返本となってしまうことが
多くなってくる。80年代には3割前後だった返
本率は、次第に上昇し、90年代終わりからは4

割前後で推移するようになった。保管コストも
負担となるため、返本された書籍は結局処分せ
ざるをえなくなり、コストにはね返る結果とな
る。ある意味、収益の圧迫は自ら招いたものと
みることもできるのである。
また、出版社と書店との間に取次会社が介在
する慣行も、問題を深刻なものとしている。委
託返本制の下では、出版社が本を出荷した段階
ではまだ売上が確定しておらず、取次は出版社
に対し、委託販売代金を見込み払いする。売上
が確定する前に見込みで代金を支払ってしまう
ことによって、出版社の資金繰りを助ける意
図があり、これは取次が実質的な金融機能を
提供していることを意味する。本が実際には
予想ほど売れなかった場合、出版社はいった
ん受け取った委託販売代金を払い戻すわけで
はなく、次の本を出版することで埋めること
となる。こうした典型的な自転車操業が、近
年出版点数が増大している理由の1つでもあり、
また書籍の粗製乱造という批判を招く結果につ
ながっているのである。

3.2 出版業界における中間層の融合

出版業界のクリエーターにあたる書き手の人
材ピラミッドやそこで生じているプロ・アマの
中間層の融合については前節で触れたが、ここ
でさらに状況を複雑にしているのが、昨今の電
子書籍への大きな流れである。もともと出版業
界は、ウェブの発達により、ウェブで書かれた
文章（その多くが無料で読める）との競争にさ
らされてきた。ウェブの書き手は次第に力をつ

け、あるいは力のある書き手がウェブに参入し、
佐々木（2008）が「ウェブ論壇」と呼ぶ状況が
成立していたが、昨今の電子書籍ブームは、こ
の動きに拍車をかけている。
もともとわが国では、以前から携帯電話で読
む電子書籍サービスがあり、マンガを中心に一
定の普及をみせていたが、書籍と直接競合しう
る電子書籍が、充分な性能をもった端末と使い
やすい配信サービス、幅広い品ぞろえといった
普及に不可欠な要素を備えて次々と登場してく
る状況は、出版業界の人々を浮き足立たせるに
は充分なインパクトを持って受け止められた。
業界の中には反発や戸惑いもあるものの、プロ
執筆者、編集者らによる電子出版の動きが相次
いでみられるなど、いち早く新しい動きを始め
る人たちも出てきている。
印刷、製本、配送といったコストのかかるイ
ンフラを使用しない電子出版は、その気になれ
ば、書き手や編集者などが、自分たちの手の届
く範囲の作業で、配信まで行うことが可能であ
り、実際に電子書籍を利用した自費出版サービ
スが複数登場している。もちろん実際には、書
籍売上に重要な役割を果たす広告は、個人には
コスト面でまだ敷居の高いものとなっている
が、既に名声のある書き手であれば、充分な利
益を得られる可能性が既に開かれつつある。こ
うした動きが今後さらに加速し、本格的に普及
していくかどうかは未知数であるが、これが音
楽における「初音ミク」のように、力のあるア
マチュアにとっての参入障壁を大幅に引き下げ
るきっかけとなるであろうことは疑う余地がな
い。書籍という表現形態で発信したいと考えて
いるセミプロやアマチュアの層は厚く、今後、
人材ピラミッドの中間領域での融合や摩擦がこ
れまで以上に活発になることが予想される。

3.3 懸念

出版市場においてプロとアマの境界がゆらぐ
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ことは、他の業界と同様、質の低下への懸念を
生む。これまでプロが担うことで保たれてきた
コンテンツの質が、アマチュアが入り込むこと
によって下がってしまうのではないか、という
不安である。もちろん、現在は商業作品として
一般に売られている数々の名作文学が当初は同
人作品として発表されたことを考えると、これ
は必ずしも的を射たものとはいえないが、他の
業界との比較で考えれば、もっともな不安でも
あろう。多様な書き手に出版へのチャンスが与
えられることは多様性につながることから、こ
れは多様性によって開かれる新たな加算型集合
知と質の低下への懸念との間のトレードオフで
もある。
また、出版に限らず、コンテンツの流通に関
わる企業は大規模なインフラを持つケースが多
く、創造を担う個人や企業と比べてしばしば資
金力に余裕がある。一方コンテンツは当たり外
れが大きいことから、クリエーターは収入を平
均化するためのなんらかの手段を必要としてい
る。流通に関わる企業が、創造を担う個人や企
業の資金繰りを実質的に支える機能を果たす状
況がしばしばみられるのはそのためである。出
版業界でいえば、取次が出版社を資金面で支え
ているのと似た状況が、出版社と書き手との間
にも存在する。すなわち、書籍が出版される場
合、書き手の報酬は、事前に見込まれた販売部
数に応じて支払われることがしばしばあるが、
仮にその見込がはずれ、売上が予想を下回った
としても、返金を求められることは取引慣行上
ない。これは多くの書き手にとって、保険にも
似た一種の収入安定策として機能している。電
子出版が個人レベルでも可能であるとしても、
こうした「庇護」から離れ、自立や自律を志向
すれば、それは自由な表現という観点では望ま
しい状況といえるかもしれないが、一方でリス
クを自ら負うことも意味する。新しい技術は可
能性を広げ、コストを下げてはくれても、収益

を保証してくれるわけではなく、またコストを
ゼロにしてくれるわけでもない。出版業界にお
ける電子書籍化が、もし出版社を中抜きして、
書き手や編集者個人と読者とを直接つなぐよう
なかたちで進むとすれば、これまで出版社が果
たしてきた機能、すなわち書き手や編集者を売
上リスクから守る機能が失われ、彼らが直接リ
スクにさらされることとなってしまう。

4.　プロとアマ、営利と非営利の新たな関係

仮に出版業界が危機的な状況に置かれている
としても、急に出版業界が崩壊したり、書き手
がすべて淘汰されてしまったりといった、極端
な事態になるとは考えにくい。しかし、現在の
業界や書き手の人々が全員今のままですむとい
う可能性もまた低い。実際、出版社の中にはす
でに大規模な人員整理を行う動きもみられる。
書き手にせよ編集者にせよ、トッププロを除け
ば、プロの中でも、収入や仕事が減ってしまい、
業界の外へと転出を余儀なくされる人が出てく
るものと予想される。また、どんな方向に進む
にせよ、変化が一服して状況が落ち着けば、そ
れなりにバランスがとれたものとなる可能性も
あろうが、それまでの過渡期の間に、さまざま
な混乱が生じるだろうことは充分予想される。
こうした中、技術が開いた新たな可能性を享受
しつつ、デメリットを最小限にするために、ど
のような方策が必要であろうか。

4.1 セミプロの可能性、営利と非営利の融合

まず考えられるのが、出版業界における「セ
ミプロ」ないし「非営利」の役割の増大である。
ひとことで「プロ」といっても、すべての収入
をその職業から得ていなければならないという
ことはない。いわゆるサラリーマンで複数の会
社に勤務することは社会習慣上一般的とはいえ
ないが、株式や不動産への投資で副収入を得る
人は少なからず存在する。出版業界で考えれば、
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もともと書き手、特に作家などでは、専業のプ
ロは全体の中で比較的少数にとどまり、むしろ
主たる収入を他から得ているケースのほうが多
いものと思われる。コンテンツ制作による収入
が不安定でも、他に安定した収入源があれば、
不安なく活動を続けることができる。同様に考
えれば、編集者のような職種でも、それを専業
としない人たちの活躍の余地がありうるのでは
ないか。また、もともとコンテンツ制作が「自
分で金を払ってでもやりたいこと」なのであれ
ば、いっそ趣味として位置づけることもできよ
うし、そこまでいかなくても、同人活動という
選択肢もある。実際、今は一流として評価され
ている文学作品の少なからぬものは同人作品と
して生まれたのであり、同人作品を商業作品よ
り下にみる必然性はない。
また、ネットにおける低価格化、無料化への
圧力に対しては、非営利の個人や団体のより積
極的な関与を模索することも必要ではないかと
思われる。ネットでは多くのものが、安く売ら
れたり、無料で提供されたりしている。電子書
籍の販売現場でも、著作権切れの作品を無償な
いしきわめて低額で頒布したり、あるいは広告
付きで無償としたりするケースが多くみられ
る。また電子書籍では、新刊でもプロモーショ
ン向けの低価格を期間限定で打ち出したりする
ケースが少なくない。すなわち、コンテンツの
頒布価格が、電子化、ネット化による流通段階
でのコスト削減分を超えて下がっている状況で
あり、創造段階でのコスト削減を考えざるを得
ない。
充分な収益が確保できないことが問題となる
のは、それを行う主体が営利を目的としている
からである。逆に、もし営利を目的としないの
であれば、何らかの方法でコストがカバーでき
る限り、低価格や無料は必ずしも大きな問題と
はならない。したがって、デジタルコンバージ
ェンスによるビジネス展開を志向する流通段階

は営利企業に担わせ、コンテンツである書籍の
創造段階を非営利の主体に行わせるという、い
わば営利と非営利のハイブリッド型のビジネス
モデルを実現できれば、価格低下に対する有効
な方策となる可能性がある。考えてみれば、か
ねてから学術出版の分野などでは、非営利のコ
ンテンツ制作者が、営利企業による流通ルート
を通して書籍を頒布する手法が広く行われてき
ている。それと全く同じではないものの、営利
と非営利のコラボレーションは、必ずしも水と
油のような、互いに相容れない存在ではないよ
うに思われる。
もちろん、現実の場で「金銭」の世界と「非
金銭」の世界が果たしてうまく共存できるのか
という問題があることは論をまたない。非営利
の目的で活動する人は、営利の目的で活動する
人と共に作業することになると、不公平である
とか、営利ばかり追求するのは汚いといった
不満を持つおそれがある。また、Heyman and 

Ariely （2004）が示すように、他人に作業への
協力を求める場合、無料で親切心に訴える（い
わゆる社会規範）のと、少額の報酬を提示す
る（いわゆる市場規範）のとでは、前者のほう
が多くの協力を得られやすいことが知られてい
る。なんでもうまくいくという状況ではなく、
何か考え方のフレームワークという点で工夫が
必要と考えられる。

4.2 学校のもつ意義

営利と非営利をつなぐ手法にはさまざまなア
プローチが考えられるが、本稿で注目するのは
「学校」という存在である。学校は、知識ある
人材を世に送り出すことを目的としていて、有
償でありながら非営利という特徴をもってい
る。重要なことは、営利と非営利の中間にあり
ながら、学校に対しては一般的に、営利の存在
ではないという強固なイメージがあるというこ
とである。この点が、営利と非営利をつなぐ役
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割を果たすために重要である。
たとえば、専門家が学校で教員として指導す
る下で学生が課題としてコンテンツを制作す
る、というスキームを考えてみる。書籍でいえ
ば、教員が編集者、あるいは書き手の指導者と
して、実際に作業する学生たちを指導するので
ある。コンテンツ制作は、それ自体が学習の対
象として意味があるほか、ビジネスや社会のし
くみを学ぶきっかけにもなり、また共同作業の
経験にもなるため、学習効果は高いものと考え
られる。一般の書籍制作にこの考え方をそのま
ま持ち込むことは難しいかもしれないが、たと
えば講演録のようなものであれば、比較的なじ
みやすいと考えられる。
一方、学生たちは、教員の指導を受けつつ、

「成績」という「非金銭」動機で活動する。コ
ンテンツ制作自体は営利性をもった活動である
が、教員と学生の動機は基本的には「教育」「成
績」という非金銭的なものとなる。指導者は教
員として提供するサービスの対価として給与を
得ているので、コンテンツ制作の失敗が生活上
の支障となる不安はない。結果として制作され
るコンテンツは、すべて営利事業として行った
場合と比べ、安くすむであろう。一部の専門学
校などでは、教員が学生を指導してコンテンツ
制作を行い、うまくいったものは商業化するな
どの取り組みがすでに行われている。その意味
で、本稿の主張は必ずしも目新しいものではな
く、こうした取り組みを、これまでより広い分
野で行うべきだ、というものである。クォリテ
ィはプロが作ったものにはかなわないものの、
学術の専門家が指導することで、一定程度の水
準を保ち、集合知における知のレベル低下とい
う問題に対する少なくとも部分的な解決策には
なるものと思われる。もちろん、これが唯一の
方法というわけではないが、1つのアプローチ
として可能性はあるものと考える。
こうしたアイデアの妥当性を検証するため、

筆者は、学生による講演録制作プロジェクト
を実施している。2009年度は、駒澤大学グロ
ーバル・メディア・スタディーズ学部前期科
目「実践メディアビをジネス講座 I」において、
「オタク市場論～『つくる』と『つかう』の接
点」と題した外部講師によるシリーズ講義（全
6回）を展開し、これを講演録にまとめた。また、
2010年度は、国際大学グローバル・コミュニケ
ーションセンター（GLOCOM）において、「ネ
ットの力、みんなのチカラ」と題した外部講師
によるシリーズ講演（全7回）を主催し、これ
も講演録としてまとめている。いずれも、講義
ないし講演会の運営から講演録の制作に至るま
で、有志学生の協力を得て行った。講師に対し
ては、講演録の販売によって講演録制作費用を
超える利益が出た場合にはこれを分配する旨で
承諾を得ており、実際に少額だが利益が出たケ
ースでは、利益分配を行なっている。ここまで
の一連の試みの中間的な結果として得られた教
訓は次の通りである。
①　教育機関を「営利」と「非営利」の接点
とするアプローチには可能性がある。
コンセプトがきちんと立てられれば、テ
ーマに沿った講演会を実施し、講演録にま
とめる作業自体は必ずしも困難なものでは
ない。教育目的を前面に打ち出すことは、
講演録の販売も含めて講師の協力を得や
すくする効果があり、「営利」と「非営利」
の接点としての機能には可能性があるもの
と思われる。
②　非営利の参加者たる学生には非金銭的な
モチベーションが必要である。
一方、こうしたプロジェクトの実施にあ
たっては、参加者たる学生たちに対し事前
に充分な情報提供を行い、その意義を理解
させておくことが必要である。非金銭的な
価値が認識されればモチベーションにつな
がるが、そのためには、講演会のテーマ自
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体が彼らにとって興味の持てないものであ
る場合、充分な動機づけは難しくなる。
③　学生の知識レベルが成果物の水準に大き
く影響する。
講演の文字起こしや編集といった作業
は、学部学生にとっても必ずしも難しい作
業ではないが、それでもテーマに対する彼
らの基本的な理解の水準は、作業の効率に
大きく影響する。このことは編集作業にか
ける時間の減少をもたらすことから、結果
として質にも影響を及ぼす。また、学生に
とっての学習効果も、テーマに対する理解
度に依存しよう。したがって、この種のプ
ロジェクトを実施する際には、参加する学
生に対して、講演のテーマに関する予備知
識を与えておくことが望ましい。

4.3 必要な技術・制度

前節のような学校を活用するアプローチを含
め、人材ピラミッドの中間層が融合し活性化し
た社会ではどのような技術や制度が必要かも、
考えておく必要がある。技術面では、現在も続
く進歩に期待される。たとえば「初音ミク」の
ような、これまでアマチュアには利用不可能だ
った高価な設備等と同等の機能を手軽に使える
ようにして参入障壁となるコストを引き下げる
技術、相当の訓練を要する高度な表現を比較的
簡単に利用できるようにするというクリエイテ
ィビティの裏方技術、あるいは分散した才能を
分散したまま協働できるようにまとめる技術な
どは、今後も発達していくものと思われる。
問題は、意図的に変えなければ変わらない制
度をどうするかという点である。現在の社会は、
人が複数の立場で活動すること自体を原則的に
は許容している。したがって人々は、職場では
職業人として、家庭では家族の一員として、ネ
ットコミュニティではその一メンバーとして、
それぞれ相互干渉することなく活動できるので

ある。場所によっては、匿名で参加することも
可能であろう。しかし、職業に関しては、現在、
必ずしもそれほど自由ではない。多くの職場で
は、副業を明示的に禁止しており、違反すれば
解雇事由にもなりうる。また、実名から切り離
したアイデンティティで職に就くことも、ごく
一部の例外を除いて認められていない。これら
が実現すれば、「中間層」の人々がセミプロと
して、他に職業を持ちながらコンテンツ創造の
プロセスに参加し続けることが、これまでより
容易になるはずである。特にネット上では、こ
うしたアイデンティティの切り替えはより容易
で、かつ効果的に機能する。たとえばあるいは
URLやメールアドレス、あるいはハンドルネー
ムといったネット上でのアイデンティティを、
登記のようなかたちで公的に証明されたものと
することなどは、それほど抜本的な制度変更に
はならずにすむのではないか。併せて、終身雇
用、フルタイム勤務を念頭においたものから、
より柔軟な雇用慣行を取り入れていくことも有
益と考えられる。
また、社会の中でコンテンツ制作に関する「セ
ミプロ」の活動領域を拡大するために、もう1

つ、重要な要素がある。学校、特に大学や大学
院、専門学校など、最終学歴となる可能性の高
い学校で提供される教育サービス、特にクリエ
ーター系の教育では、ある分野の専門家となる
ための教育が含まれているにもかかわらず、そ
れを受けた学生が、当該分野の専門家の職業に
就けない場合が少なからず存在する。たとえば
アニメーターや声優などの専門学校を出た人の
中で、実際にそれらの職業に就くことのできる
人材はごく少数に限られる。大学にはコンテン
ツやメディア関連の名を冠した学部を持つとこ
ろも少なくないが、これも事情はそう大きく変
わらない。
こうした、専門家になるための教育を受けな
がら専門家になれなかった元学生たちは、それ
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ぞれのコンテンツ分野において、一定の素養や
能力を身につけており、プロとしては充分でな
かったにせよ、前記人材ピラミッドでいうとこ
ろの「中間層」の候補者として有望である。こ
うした人々が、社会の中で自活し、コンテンツ
消費を続けていけるようにすることは、コンテ
ンツ創造の担い手をより広げていくうえでも重
要なものといえる。そのためには、専門家教育
の中で、実社会の他の領域への「軟着陸」、す
なわち彼らの「中間層」の担い手としての役割
を意識したカリキュラムを取り入れる必要があ
るものと考えられる。

5.　まとめ

本研究では、コンテンツをめぐる知的創造サ
イクルの漏れや目詰りといった問題に対し、創
造プロセスの担い手としてのコンテンツ利用
者、中でも人材ピラミッドの中間層に位置する
層の利用者の意義について考察した。コンテン
ツ創造プロセスにおいて現在その活用が進む、
ネットを通じた集合知、すなわち「ネットの力、
みんなのチカラ」は、コンテンツの低価格化に
対して、セミプロや高度なアマチュア、あるい
は非営利目的の個人や団体の活動の幅を拡大す
るというオルタナティブを提供する。これに
は質の低下という問題が少なからず伴うが、学
校のような非営利の主体が関与することによっ
て、デメリットを避けつつメリットを享受でき
るしくみを作り出すことが可能であろう。技術
や人々の嗜好に起因する不可避の変化に合わせ
て社会のしくみも変えていくことができれば、
コンテンツビジネスのポテンシャルはまだ十分
大きいと考える。
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