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ごあいさつ
（財）デジタルコンテンツ協会　会長　中村 雅哉

DCAj news

URL: http://www.dcaj.or.jp/

平成17年度の会長に選任さ

れました中村でございます。

デジタルコンテンツ産業は、

21世紀の新しい産業として期

待されております。このよう

な状況下において、当協会は、

平成16年度も種々の事業を展

開し、多くの成果をあげてお

ります。これは、会員をはじめ関係各位のご協力に加え、

足立会長のご指導の賜と感謝いたします。

さて、引き続き経済情勢が厳しい中、質の高いコンテ

ンツが多数発信され、利活用されることによって我が国

経済の牽引力として貢献できるよう、当協会も努めて参

りたいと考えます。

折しも、経済産業省の広実課長の下では、アジア圏の

コンテンツ産業交流など、我が国コンテンツの国際展開

をはじめとする、コンテンツ産業活性化政策が強力に展

開されておられます。

当協会の果たす役割は益々増大しているところです。

皆々様のご支援とご協力をいただきまして成果をあげて

参りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

中村 雅哉 会長
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当協会は、3月17日（木）に第34回評議員会・第36回理

事会を開催し、平成17年度の事業計画及び収支予算を決

定した。

また、寄附行為の変更、評議員会で理事・監事の選任

及び理事会で評議員の選任を行った。

更に、理事会において足立直樹会長に替わり株式会社

ナムコの中村雅哉会長を新会長に互選した。

平成17年度事業計画

（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）

協会が行うデジタルコンテンツ関連の産業・市場動向

等の基礎的な調査研究に、新たに知的財産権及び紛争解

決手段に関するテーマの調査研究を加えて実施し、その

調査結果を活用しての政策課題等の明確化及び政策提言

の一層の強化を図る。

前年度より重点事業として取り組んでいるデジタルシ

ネマに関しては、デジタルシネマの上映機会拡大のため

の「デジタル de〈みんなのムービー〉プロジェクト」の

有償化を試行するなど新たな取り組みを行う。

また、技術動向、3Dコンテンツに関する調査研究を

始め時宜に合うテーマに積極的に取り組むと共に、不正

利用対策、真正性認証等流通環境に関するテーマの充実、

恒常的な課題である人材育成の強化、更には我が国コン

テンツの国際的展開の推進に貢献するためのアジア地域

におけるコンテンツ国際交流事業、中国・韓国研修、欧

米の先進事例調査等の強化を図る。

企画調査事業

わが国のデジタルコンテンツ関連市場、市場を支える

技術的基盤、市場を支える法的基盤に関して調査し、そ

の成果については協会が実施する公益的活動の企画・計

画・実行において積極的に活用すると共に、広く国民一

般に活用され得る「デジタルコンテンツ白書」を編集・

発刊する。

国際関係事業

我が国の優れたコンテンツの飛躍的な国際展開に関

し、国の施策を踏まえ、特にアジア圏において、海賊版

の氾濫のない市場形成に向けて関係する国・地域との相

互理解を深めるため情報収集及び交流の促進に貢献す

る。また、欧米の先進的技術、事例等の調査及びその情

報発信の強化を図る。

制作環境支援事業

良質なデジタルコンテンツの創出が産業界を活性化す

るとの観点より、特に優れた作品、活躍の著しい人物等

を選奨する「デジタルコンテンツグランプリ」は第20回

の節目の事業として実施する。特に、クリエイター及び

インディーズの育成等との相乗効果を図って実施する。

流通環境整備事業

安心かつ確実な流通を目指し、技術的、制度的解決を

図るため、コンテンツの不正コピー防止手段の対策事業、

真正性認証に関する調査研究等を引き続き実施する。

新技術応用・デジタルアーカイブ推進事業

新しい技術の応用に関する3Dコンテンツ、動画映像

の視覚評価、ハイパーソニックデジタル音響システム及

び光ディスク媒体（DVD）の寿命推定の標準化に関する

調査研究に新たに取り組む。

更に、電源地域におけるコンテンツビシネス活性化、

デジタルアーカイブの推進に取り組む。

デジタルシネマ推進事業

デジタルシネマの効果的な発展を促すための技術標準

の提案、ミニシアター、公共ホール等を対象とするパッ

ケージシステムの開発と実証、デジタルシネマの上映機

会拡大のための「みんなのムービー」における今後の新

たなビジネスモデルの確立に向けた実証のための事業の
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理事会・評議員会を開催
新会長に株式会社ナムコ会長・中村雅哉氏を選出



有償化の試行に取り組む。

広報・成果普及事業

当協会が実施している公益的な活動状況、種々の調査

に基づく関係トピックス等の情報発信と活動成果に基づ

くセミナーの開催等を通じて会員を始めとする関係者の

理解を高めると共に、会員、有識者等の事業への一層の

参加・協力を促すことに貢献するよう積極的に展開する。

平成１7年度収支予算

収入は会費収入、各事業収入合わせて総額751,864千円、

支出は各事業費及び管理費合計で751,479千円である。

寄附行為の変更

理事数を「40人以上45人以内」を「35人以上40人以内」

に、評議員数を「45人以上50人以内」を「40人以上45人

以内」にそれぞれ変更した。
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第19回デジタルコンテンツグランプリ
デジタルクリエイターズコンペティション
上映会・贈賞式・交流会　盛況のうちに閉幕！

当協会と経済産業省は、毎年、優れたコンテンツと関

連のサービス等を表彰する「デジタルコンテンツグラン

プリ」を開催しているが、19回目となる本年は、若手ク

リエイターの育成事業である「デジタルクリエイターズ

コンペティション」（経済産業省主催、当協会運営）と共

同の上映会・贈賞式・交流会を、さる1月26日、東京都

千代田区内のホテルにて行った。会場には、コンテンツ

企業やクリエイター、育成機関、報道機関など300名以

上が来場。交流会では、本年度受賞作品の展示や、過年

度の受賞者などよる新作発表が行われ、盛況裡に幕を閉

じた。

今回、このイベントにあたり、うれしいニュースが2

つあった。

ひとつは、イベント当日に、過年度事業の採択者によ

る、劇映画の完成発表があったこと。「平成14年度プロ

ジェクトインキュベーション型コンテンツ制作支援事

業」の採択者＝秋山貴彦氏が、数年来の着想を実らせ、

実写映画「HINOKIO」を製作。同作は、今春、松竹系

で全国ロードショーが決定している。

もうひとつは、「デジタルクリエイターズコンペティシ

ョン」優秀賞の作品が、映画興行会社の目に留まり、同

社のCIとして「劇場で上映したい」との打診があったこ

と。本件については、現在、条件面など検討中だが、早く

て今年の6月から都内の劇場でご覧頂けるかも知れない。

中村雅哉DCAj副会長（当時）より
堀井雄二氏に副賞が贈呈される

DCC審査委員長中島信也氏より
金の翼賞杉山大樹氏にトロフィが贈呈される



第3種郵便物認可 2005年（平成17年）4月1日発行

●主な受賞者のコメント●

「第19回デジタルコンテンツグランプリ」

サービス・システム創出部門

ComicStudioEX Ver.3.0

川上陽介氏（株式会社セルシス　代表取締役）

昨年の「RETAS!」に続いて、このようなすばらしい

賞をいただき誠にありがとうございました。「Comic

Studio Ver.1.0」の発売から約3年、デジタルならではの

マンガ制作の効率化とデジタルによる表現の幅の拡大を

模索して参りました。またComicStudio技術を基盤とし

た、ワンソース・マルチユースでの3G携帯電話向けマ

ンガ配信システムの提供も開始しております。今後も日

本の誇るマンガ・アニメ文化を支え、デジタルコンテン

ツの発展に貢献してゆきたいと考えております。

「第19回デジタルコンテンツグランプリ」

ヒットコンテンツ部門

ドラゴンクエストⅧ　空と海と大地と呪われし姫君

堀井雄二氏（有限会社アーマープロジェクト　代表取締役）

この度は名誉ある賞をいただき、本当にありがとうご

ざいました。1作目の発売から19年。ドラゴンクエスト

は常に、プレイヤー自身が体験する物語として制作して

きました。別の人生を体験できる、もうひとつの世界

「ドラゴンクエストⅧ」は、開発の㈱レベル・ファイブ

を始めとしたスタッフ全員の努力で、すべてを3D視点

化。プレイヤー自身が、いっそう物語の世界に入りこめ

る作品になりました。それが評価されたことに大変感謝

しています。

また、デジタルクリエイターズコンペティションでは

受賞者の告知、セミナーを以下の通り行ないました。
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デジタルコンテンツグランプリ受賞者記念写真
前列中央（左）川上氏、（右）堀井氏

デジタルクリエイターズコンペティション受賞者記念写真

新作映画「HINOKIO」の発表を行う秋山氏（左）と
紹介者の為ヶ谷氏

映画情報　⇒http://www.hinokio-movie.com/

交流会では受賞作品のプレゼンも行われた



◆受賞作品の告知

ｉ．アジアCG映像博／国内デジタルアートコンテスト

受賞作品上映会

主催：埼玉県

日時：3月18日～3月21日

場所：SKIPシティ彩の国ビジュアルプラザ映像ホ

ール他

i i ．ヨコハマ・クリエイターズ・ミーティング

｢HAMA-Cre EX!｣

主催：財団法人デジタルコンテンツ協会

日時：3月25日

場所：横浜港大桟橋ホール

i i i．東京国際アニメフェア2005 DCAJ展示ブース

主催：東京国際アニメフェア実行委員会

日時：3月31日～4月3日

場所：東京ビッグサイト

◆セミナーの開催

日時：3月25日 14:00～15:00

場所：横浜港大桟橋ホール

内容：「プロデューサーが望むCGクリエイター像」

講師：中村　勲氏 ㈱ナムコCTカンパニーCTクリエイ

ターグループプロデューサー

デジタルクリエイターズコンペティションの受賞者の

うち、森下征治氏、沼口雅徳氏、松村麻郁氏の3氏が東

京ビッグサイトで開催された東京国際アニメフェア2005

（3月31日～4月3日）のクリエイターズワールドに出展し

ました。
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森下征治氏のブース

沼口雅徳氏のブース

松村麻郁氏のブース

平成16年度デジタルコンペティション開催補助事業

映像インディーズのコンペティション－
『ショートフィルム・スタジアム2004』
完成作品発表イベント開催
（平成16年度日本自転車振興会補助事業）http://www.sfs.jp/

当協会が8月より募集の“ショートフィルム（短編映画）”

のシナリオコンテスト『ショートフィルム・スタジアム

2004』の入選作品〈シナリオ〉が決定し、この度、実行

委員会のプロフェッショナル･スタッフの制作サポート

のもと、入選者が自ら監督した映像作品が完成し、3月

26日（土）にアムラックス東京 5F「アムラックスホール」

（東京都豊島区）において、完成作品発表イベントを開催

した。

完成作品は「完成作品発表イベント」での上映のみな

らず、3月29日（火）から5月8日（日）まで、アムラックス

東京（http://www.amlux.jp/）1Fのシアターにて、作品上映

を予定している。

※「完成作品発表イベント」の模様については次号で

報告する。



第3種郵便物認可 2005年（平成17年）4月1日発行

平成16年度　デジタルアーカイブ構想事業・成果発表

会は、平成17年3月8日・奈良会場を皮切りに3月11日・

輪島会場、3月18日・東京会場の3会場に渡り当協会の主

催で開催された。併せて、奈良・輪島両会場においては

デジタルアーカイブ推進協議会による基調講演が行なわ

れた。

デジタルアーカイブ構想事業・
成果発表会

平成16年度の採択2作品『究極の墨の色を求めて　古

都奈良の墨づくり』『日本の美漆　輪島塗技と心』を広

報・普及活動の目的として、作品の地元となる奈良、輪

島そして東京において成果発表をした。

○奈良会場

（3月8日14：00～18：00・奈良県文化会館）

当協会工藤常務理事の開会挨拶、デジタルアーカイブ

推進協議会笠羽事務局長の挨拶後、奈良文化財研究所

平城宮跡発掘調査部史料調査室　渡辺晃宏氏による『平

城宮跡木簡のデジタルアーカイブ』と題した基調講演が

行なわれた。その後、『究極の墨の色を求めて　古都奈

良の墨づくり』制作企画委員長　植村　脩氏（なら100年

会館館長）の来賓ご挨拶を頂き、上映前に『日本の美漆

輪島塗 技と心』のディレクター矢田氏（グレートデン）、

『究極の墨の色を求めて 古都奈良の墨づくり』のディレ

クター青山氏（トータルビジョン関西）より各企画意図・

内容の紹介が行なわれた。

○輪島会場

（3月11日15：00～18：30・輪島市文化会館）

当協会開会挨拶及びデジタルアー

カイブ推進協議会の挨拶後、金沢学

院大学　美術文化学部 助教授 飯田

栄治氏による『広がるデジタルアー

カイブの世界』と題した基調講演が

行なわれた。その後『日本の美 漆

輪島塗 技と心』制作企画委員長

山崎達文氏（金沢学院大学 美術文化

学部 教授）の来賓ご挨拶を頂き、そ

の後奈良会場と同じくプロデューサ

より各作品の紹介と上映が行われ

た。
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平成16年度　デジタルアーカイブ構想事業

「地域産業関連技術等の高精細デジタル映像による
アーカイブソフト」成果発表会
（日本自転車振興会補助金交付事業）

（財）デジタル
コンテンツ協会
工藤常務理事

「墨」制作企画委員長
植村脩氏

奈良文化財研究所
渡辺晃宏氏

金沢学院大学
飯田助教授

奈良会場

「漆」制作企画委員長
山崎達文氏



○東京会場

（3月18日16：00～17：30・青山TEPIA ）

奈良、輪島の発表会の様子紹介に引き続き、『究極の墨

の色を求めて　古都奈良の墨づくり』『日本の美 漆 輪

島塗 技と心』の2作品を上映した。

奈良、輪島の両会場は地元の関心が高く、一般市民の

方々も含め多数の方が出席された。関係者より本作品へ

の期待と今後の利活用方法に活発な意見が出された。ま

たHD-CAMテープによる180吋スクリーン上映のため、

高精細デジタル映像の特徴を如何なく発揮でき、成果発

表会として盛況裡に終わった。

（デジタルアーカイブ推進室）
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輪島会場

平成17年度における
「デジタル de《みんなのムービー》」事業化について
（財）デジタルコンテンツ協会は、平成15年度から経済

産業省の委託事業として、通称「デジタルdeみんなのム

ービー」を実施・運営してきた。

当協議会は、2種類の会員で構成されている。コンテ

ンツホルダー会員がWEBサイト上に映画コンテンツを登

録し、上映者会員がWEBサイトから上映希望コンテンツ

を選択することによって、上映者とコンテンツホルダー

のマッチングを図っている。

上映作品は、デジタルによるHD（ハイ・ディフィニシ

ョン・高精細）映像を基本とした高画質映像での大画面

映画上映である。上映には液晶プロジェクターを提供し

ている。

平成14年9月に設立された「デジタル de〈みんなのムー

ビー〉協議会」は、本年3月までに、上映者会員908団体、

コンテンツ供給者会員378団体の会員登録があり、登録

コンテンツとして1,365タイトルを数えるまでになった。

それにともない、北海道から沖縄まで全国46都道府県で

上映会が1,142回（月平均143回）開催され、収入が2億7千

400万円に達し、23万5千人を超える観客を動員した。

「デジタルシネマ推進フォーラム」において、平成20

年デジタルシネマ500スクリーン構想が提案された。こ

れにより、デジタルによる移動上映である「デジタルde

みんなのムービー」が産業発展にとって更に重要な役割

を担える可能性が高まってきた。また、過去2年にわた

って実施してきた「デジタルdeみんなのムービー」事業

の業績は、その事業目的を達し得る成果として協議会と

しての財産になるとともに、地方における上映会が地域

の活性化に結びつく成果となってきた。

本事業は、これまで、会員登録及び機器の貸与につい

て無料による事業実施を行ってきたが、平成17年度以降

については、将来にわたって地域映画上映の安定化と、

上映機会の拡大、及び機材の保守管理の徹底を図るなど、

本事業をご利用いただいている協議会会員の皆様に対

し、更なるサービスを向上に繋がる運営を目指していく

こととし、事業の一部について有料化運営をすることと

した。

（デジタルシネマ推進部）



第3種郵便物認可 2005年（平成17年）4月1日発行

1．デジタルシネマ推進フォーラムとは
2004年6月15日に、映画の製作・配給・興業に関連す

る企業、それらを支えるメーカー、関係省庁が団結して

デジタルシネマの普及促進に取り組むために「デジタル

シネマ推進フォーラム」が設立された。

2004年6月15日に第1回総会、9月16日に第2回総会が開

催され、第1回総会では、「2008年にデジタルシネマを

500スクリーンとする」目標が提案され、第2回総会では、

上記目標を達成する為の「デジタルシネマ普及に向けた

12の提言」が行われた。

2．デジタルシネマ・ムービー支援の
考え方

デジタルシネマは大きく分けると、既存の劇場のデジ

タルシネマ（レイヤー1）とミニシアターや公共ホールな

ど既存の劇場以外でのデジタルシネマ（レイヤー2）に分

けられる。フォーラムにおいて、どちらのレイヤーにつ

いて支援するべきであるか議論を行った結果、既存の劇

場のデジタル化（レイヤー1）は、ハリウッドとの関係も

あり、高価なDLPシネマ機を導入しなければ難しくデジ

タル化が急速に発展するとは考えにくいため、それ以外

の公共ホールやミニシアターを利用したデジタルシネマ

の普及が、最も効果的であると考えられるといった意見

となった。

そこでフォーラムでは、ミニシアターや公共ホールな
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デジタルシネマ推進フォーラム委員名簿

月尾　嘉男 東京大学 名誉教授

浜野　保樹 東京大学 教授

為ヶ谷秀一 女子美術大学 教授

長瀬　文男 ㈱IMAGICA 代表取締役社長

菅田　史朗 ウシオ電機㈱ 取締役兼上席執行役員

坂上　信哉 NECビューテクロノロー㈱ 取締役支配人

板谷　駿一 ㈱NHKエンタープライズ21 代表取締役社長

塚本　　勲 加賀電子㈱ 取締役社長

黒井　和男 角川映画㈱ 代表取締役社長

迫本　淳一 松竹㈱ 代表取締役社長

別所　哲也 ショートショートフィルム 代表・俳優

フェスティバル実行委員

鳥山　成寛 ソニーPCL㈱ 代表取締役社長

大木　　充 ソニー㈱ 業務執行役員上席常務

高橋　　平 大日本印刷㈱ 専務取締役

森　　隆一 ㈱電通 上席常務執行役員

デジタルシネマ推進フォーラム

岡田　裕介 東映㈱ 取締役社長

安田　　浩 東京大学 教授

青山　友紀 東京大学 教授

河口洋一郎 東京大学 教授

松下　晴彦 東京テアトル㈱ 代表取締役社長

高井　英幸 東宝㈱ 取締役社長

植村伴次郎 ㈱東北新社 代表取締役社長

中村　雅哉 日活㈱ 代表取締役社長

小野田勝洋 日本電気㈱ エグゼクティブ

コンサルタント

山口南海夫 日本ビクター㈱ 代表取締役専務取締役

亀山　千広 ㈱フジテレビジョン 局長

津賀　一宏 松下電器産業㈱ 役員

阿部　秀司 ㈱ロボット 代表取締役社長

広実　郁朗 経済産業省 課長

足立　直樹 （財）デジタルコンテンツ協会 会長



ど既存の劇場以外でのデジタルシネマ（レイヤー2）につ

いての支援を検討し、既存の劇場のデジタルシネマ（レ

イヤー1）についてはDCIの規格動向に準拠した形で、各

企業・団体が個別に推進していくことの情報交換を行う

こととした。

3．デジタルシネマ普及に向けた12の提言
デジタルシネマの普及を阻む課題としては、以下のよ

うなものがある。

・上映者、観客がデジタルのメリットを十分に実感でき

ない

・デジタルによる新たな市場に対する市場環境整備が必要

・若い才能のある人材の作品を上映できる機会が欲しい

・急速に変化するデジタルを活用できる人材育成の方策

が必要

・デジタルムービーではフォーマットがバラバラである

・デジタルシネマによって創出する地域経済活性化に対

しての具体的効果の実証が不足している

・デジタルシネマの認知度が十分でなく、海外の情報も

含め情報交換の場が必要

そこで、それら課題を解決し、2008年にデジタルシネ

マ500スクリーンを達成する 為の上記課題の対応策とし

て、下記の「デジタルシネマ普及に向けた12の提言」を

行った。

1．低価格で簡単な上映システムの検討（完全自動上映

システム）

2．デジタル上映による利便性の実証について検討する

3．デジタルシネマ館による地域活性化効果

4．上映場所の拡大（全国公共施設等の調査）

5．ネットワークを利用した新たな流通形態の検討

表　デジタルシネマ普及に向けた12の提言
～2008年デジタルシネマ500スクリーンに向けて～

12の提言の具体的な内容は以下のとおりである。これ

ら提案は、2004年9月16日に開催された第2回デジタルシ

ネマ推進フォーラムに、デジタルシネマの普及のために

はミニシアターや公共ホールなど既存の劇場以外でのデ

ジタルシネマ（レイヤー2）についての支援策が有効であ

ることと併せて提案された。

フォーラムにおいて、上記の提案については概ね賛同

を得ることができた。しかしながら、まだまだ足りない

部分や実現に向けての課題が残る部分もあるため、今後

も継続して提言について検討することとなった。

（1）低価格で簡単な上映システムの検討

（完全自動上映システム）

興行館側がデジタル機器を導入する際の動機としては

「低価格」「上映が簡単になる」「機動的な上映が可能とな

る」といった要素がかんがえられる。しかし、興行者が

十分にそれを実感できるような上映システムはない。そ

こで、低価格で簡単な上映システムについて検討する。

（2）デジタル上映による利便性の実証について検討する

デジタルによる簡便性は、フィルムでは困難だったフ

レキシブルな上映形態を可能にさせる。そこでデジタル

ならではのフレキシブルな上映会を実施し、デジタル上

映による利便性を実証する必要性があるか検討する。

（3）デジタルシネマ館による地域活性化効果

シネマ館ができることで、映画館を見に来たお客によ

る買い物や食事などの周辺の商店等の売上げが増加する

活性化効果が期待される。しかし、シネコンでは商圏人

口が40万～50万人程度の地域でないと設立されておら

ず、地域の商店街等に誘致することは難しい。そこでデ

ジタルシネマを利用した地方の商店街等の活性化につな

がるシネマ館についてのモデル事業をフィージビリティ

スタディとして行うことで、デジタルシネマ館による地

域経済効果の実証を行う。

（4）上映場所の拡大（全国公共施設等の調査）

デジタルシネマ館を500スクリーンにするためには、

既存の映画館だけでなく、公共ホールなどの施設をデジ

タルシネマのスクリーンとして活用する必要がある。そ

第3種郵便物認可 2005年（平成17年）4月1日発行
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こで、現在全国の公共施設にどういったデジタル機材が

導入されているかについて調査し、それらを利用した新

たなデジタル上映ネットワークの仕組みを検討する。

（5）ネットワークを利用した新たな流通形態の検討

デジタル化のメリットの大きさとして、ブロードバン

ドネットワークによるコンテンツ等の配信がある。B2B

だけでなくB2Cも見据えたネットワークを利用した新た

な流通モデルについて（次ページ参考資料）検討する。

また、権利許諾の事務処理の軽減を目的としたEDI

（Electric Data Interchange）モデルについて検討する。

（6）シネアドを利用した映画上映館での事業付加価値

の拡大策の検討

最近ではストーリー性を持ったものも登場してきてお

りシネアドも娯楽性豊かなコンテンツとなる可能性があ

る。またデジタル技術を利用することで、機動的なシネ

アドの上映を行うことも可能となり、新たなビジネスチ

ャンスが生まれる可能性もある。

（7）大学・企業間の連携強化について検討

「コンテンツ人材」の育成に向けて、専門職大学院の

設立など、大学における自主的取組が多く見られるよう

になった。しかし、それを十分に受けいるべく体制が整

っているわけではない。そこでミスマッチ解消を目的と

して、大学・企業間の連携強化やインターンシップにつ

いて検討する。

（8）デジタルシネマ制作マニュアルの作成

「デジタルシネマの標準技術に関する研究」の研究成

果を基に、映像制作に関する企画、制作、蓄積、伝送、

上映におけるメタデータの意味づけ、カラーマネージメ

ントの手法、デジタル映像関連機器について等、デジタ

ルシネマの制作に関して必要な知識、情報を盛り込んだ

マニュアルを作成し、カリキュラムとしての活用を検討

する。

（9）デジタルシネマ専門教育機関の設置

デジタルでの制作から上映に到る「技術」「プロデュ

ース」「演出」等の専門家の教育を目指し、教師を現場

経験豊かな超一流の専門家で構成する専門教育機関の設

立に向けて支援を検討する。

（10）映像評価センターの設置

文部科学省の科学技術振興調整費事業「デジタルシネ

マの標準技術に関する研究」の成果に基づき、コンテン

ツの画質を評価する為の「映像評価センター」の設置に

ついて検討する。

（11）情報交換の場の設置

デジタルシネマに関しては、情報交換の場も少ない。

フォーラム内のＷＧにおいて情報交換の場としての役割

を果たすことを目的とする。具体的には、国内外に向け、

デジタルシネマの可能性や、日本が技術的な側面やビジ

ネス的な側面でどういった役割を果たすことができるか

について検討する。

（12）アジア諸国との情報交換

韓国や中国などのアジア諸国のデジタルシネマ推進を

実施している団体と、積極的に情報交換を行い、KOFIC

より提案のあったADCF（Asian Digital Cinema Forum）の

実現に向けて活動する。
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デジタルデータによるアーカイブが急速に増えつつあ

るが、その長期保存が懸念されている。そこで長期保存

用媒体として可能性の高い光ディスクである記録形DVD

につき、調査・研究及び基礎実験を行う。そして、その

結果を標準試験規格として提案し、光ディスク媒体の長

期保存化を目指すものである。

（1）DVDの寿命劣化要因

DVD-Rの基本構造を上図に示す。本来、寿命予測の

観点として記録層に記録されたピットがどのように劣化

していくかを見るべきものであるが、記録層以外の部分

（反射層や接着層）の劣化も加わるため寿命予測を難しく

させている。昨年度に引き続き、このような劣化現象の

把握を行うため各環境下での加速劣化試験を実施し

DVD-Rメディアの寿命への影響を調査した。

DVD-RAMに用いられている記録材料は、結晶相の状

態と非晶質相の状態との間の変化を利用した相変化記録

材料と呼ばれるものが用いられている。

相変化材料を用いているDVD-RAM、DVD-RWに記録

されたデータの劣化の主な要因としては、非晶質記録マ

ークが結晶状態に変化して記録マークが消えてしまいデ

ータの再生ができなくなる場合、また、記録層が腐食し

て局所的または全体的に反射率変化が生じてデータの再

生ができなくなる場合の2つが考えられる。

上記に加えて、相変化に限らず光ディスク全般の劣化

要因として、基板材料自身や、基板表面にハードコート

層を形成しているものについてはそのハードコート材料

自身、あるいは貼り合わせに用いる接着剤材料の劣化も、

要因としてあげることができる。

DVD-Rにおいては記録ピット内外での化学反応、ま

たDVD-RAM、DVD-RWにおいては非晶質相の状態が結

晶相の状態に変化する現象は反応速度論に従っていると

考えられ、それらの変化に要する時間をｔとしたときに、

1/t∝exp（－Ea/kT）

なる関係式が成立する。ここでEaは活性化エネルギーで

あり、記録材料に依存する定数、kはボルツマン定数、

Tは温度である。したがって実使用環境温度での記録ピ

ット（DVD-R）、非晶質マーク（DVD-RAM）の安定性を議

論するには、Eaを求めることが重要である。さて、この

式を変形すると

ln（1/t）∝-Ea/Kt

となり、複数の温度でのtを実験的に求めることによって

Eaの値を求めることができる。

このように各温度条件でそれぞれの寿命時間を求める

ことにより、ある温度での寿命（例えば30℃80%RH）の

推定が可能となる（アレニウス法）。

（2）光ディスク媒体の保存寿命試験

昨年度では、市販DVD媒体2種類（－R，－RAM）に対

して耐光・耐ガス・耐温湿度の加速劣化試験を実施し

た。温湿度の加速条件は、75℃80%RH、80℃80%RH、

85℃80%RHの比較的高温度で行ったが、試験期間が十

分取れなかったことから、寿命と定めた許容限界値まで

達しない評価メディアが多数あった。

アレニウス法による寿命予測の信頼性を上げるために

は、昨年度用いた加速温度より低い温度で寿命測定を行

第3種郵便物認可 2005年（平成17年）4月1日発行

11

DCAj news

機械システム振興協会　委託事業

長期保存のための光ディスク媒体の開発に関する
フィージビリティスタディ事業
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い、その値を寿命予測に反映させることが必要である。

そこで、本年度は、昨年度購入し、寿命試験に用いたメ

ディアについて、65℃80％RHで加速試験を行うことに

した。また、昨年度で許容限界値まで達しない評価メデ

ィアは継続することにした。そして評価DVDの種類も

増やしDVD-Rに対しても全試験を実施することにした。

それぞれの加速劣化試験からアレニウス法による30℃

で保存した場合の寿命推定結果を以下に記す。

①DVD-R

一部のディスクは初期特性不良、ばらつきの問題、劣

化が進まず継続試験評価が必要などの理由で寿命推定は

できなかったが、ディスクA： 98～100年、ディスク

C：36年、ディスクD：13年と118年という結果が得られ

た。

②DVD-RAM

一部のディスクで品質のばらつきが大きい理由から寿

命推定はできなかったが、ディスクB：85年という結果

が得られた。

③DVD-RW

一部のディスクでデータ不足、寿命未達、ばらつきが

大きい初期特性の問題などの理由で寿命推定はできなか

ったが、品質のばらつきが大きい理由から寿命推定はで

きなかったが、ディスクC：42年という結果が得られた。

（3）劣化要因の除去による
長寿命光ディスクの実現

寿命の推定を行う上で加速劣化試験をとおして、寿命

に影響する不具合の原因を調査した。その結果、ディス

クの表面保護層のハードコート剤や媒体を張りあわせる

接着剤も寿命に影響することが判明した。

①接着剤の改良したディスク（DVD-R）

接着剤を変更したディスクは、750時間後もPIエラー

の上昇が見られず、変更前のディスクよりも劣化が抑え

られていることがわかった。このディスクについては、

今回は80℃80％RH、一条件での温湿度試験のみで寿命

推定はできないが、この様に接着剤はディスクの劣化に

大きな影響を与えており、長寿命ディスクを開発する上

で重要な要素であると言える。

②ハードコート剤を改良したディスク（DVD-RAM）

昨年度の試験では、BERが許容限界値に達しなかった

ディスクのうち、国内Aブランドのディスク表面に白濁

が生じた（75℃環境に1736時間、80℃環境に1736時間投

入）。これは、ディスク表面に形成されたハードコート

層の材料が凝集したものであることがわかった。この凝

集による白濁は、BER劣化の一因となっていることが推

定できる。すなわち、国内Aブランドディスクにおいて

は、75℃及び80℃の環境において、相変化記録層の劣化

と、ディスク表面の白濁による劣化との複合要因によっ

てBERが劣化していることになる。正確な寿命予測を行

うためには、これらの複合要因を切り分けることが重要

である。

今回国内Aブランドメーカーにおいて、新しいハード

コート材料を2種類選定して新しいディスクを試作し、

ディスク表面の白濁による劣化要因を除いた再試験を行

った結果を以下に記す。

80℃におけるディスクA’の試験時間（1565時間）は、

ディスクAで白濁が生じた試験時間（1736時間）にまだ達

していないが、① b）の顕微鏡写真より白濁の兆候がまっ

たく見えないこと、②75℃の試験ではディスクAで白濁

が生じた時間（1736時間）を超えても（1791時間）白濁が

まったく生じていないことから、ディスクAに対して改

善されている可能性が極めて高い。したがって、ディス

クA’の試験を継続することによって、2つの劣化モード

のうち、ひとつの要因を取り除いた寿命推定を行うこと

が可能になると考えられる。

（4）今後の課題及び展開

①長期保存に関する国際標準化

NISTによると、光ディスクは本来、丈夫だが、メー

カーによって品質にばらつきが見られるという。公的機

関は競争入札で安い製品を購入することが多いため、寿

命に不安がある。NISTが標準的な品質試験方法を定め、

それに基づいて品質表示させることを目指している。
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この標準化に関しては、我が国が主導的な立場を取り

つつ協力していきたい。

②寿命評価法の確立

統計的手法を導入し、製品のばらつきが大きい場合も

含めて光ディスクの寿命を推定する方法を確立すること

が必要である。また、DVDディスクについては書き込

み速度の向上などの製品改良が頻繁に行われるので、で

きるだけ簡便な手法で、できるだけ短時間のうちに寿命

を評価する手法を確立することが重要である（簡易寿命

評価法）。また、アレニウスプロットによる寿命推定を

行うのに適したディスクであるか否かを判定するための

条件についても明らかにする必要がある。

③DVDディスクの寿命推定手法の標準化

光ディスクの寿命評価法をベースとしてJISやISOの標

準規格としてまとめていきたい。この規格を明確にする

ことによって、重要なデータを長期保存するのに適した

光ディスクをユーザが的確に選択できる環境を作ること

ができる。このためにも今後とも産官学が協力してより

標準としての内容を詰めていくべきである。

④光ディスクとドライブの関係

重要な情報を保存する場合、信頼性の高い光ディスク

を選択することが重要であるが、一方では、書き込みや

読み出しを行うドライブの品質についても十分に配慮す

る必要がある。非常に多数の製品が販売されているだけ

に、その品質をユーザが的確に把握することはなかなか

難しい。そこで、3～5年ごとにエラーレートをチェック

し、その値が基準値を超えているような場合には、新し

い光ディスクに書き直すことなど長期保存ディスクの管

理法まで言及していきたい。

第3種郵便物認可 2005年（平成17年）4月1日発行
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機械システム振興協会　委託事業

超高感度撮像システムの高度な活用に関する
調査研究事業
超高速で動く素材や光量が不十分な環境における超高

感度撮像システムが実現すれば、これまで解明されてい

なかった各種現象が映像により克明に表現ができ、学術

分野や各分野のレベル向上に資する。

（1）超高感度撮像システムの新応用分野の調査研究とし

てNHK技研が開発のHARPカメラ等の超高感度撮像シ

ステムに関する新しい応用分野の調査研究し、超高感

度カメラの有効性・多用途性を確認できた。

①緊急報道・番組制作

実用型Super-HARP撮像管（膜厚15μm）を用いたハイビ

ジョンカメラは、超高感度、高信頼性、高機動性、等の

特徴を有し、ハイビジョンでの夜間災害時の緊急報道や

様々な番組制作などで活用されている。

また、HARPカメラは常温で長時間の蓄積動作を行う

ことができる特長もあるので、動きが少なく極めて低照

度の被写体に対して非常に有効である。

・光きのこ（ツキヨタケ）：

闇夜に緑色の光を発光（肉眼ではほとんど見えない

ぐらいの微弱）

・月明かりでかかる南米イグアスの滝の虹：

肉眼では朧げにしか捉えられない伝説の現象を撮影

・証明をあてることのできない闇夜の祭りの撮影、

緊急報道撮像例（新潟中越地震）
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・夜行性動物の活動、

・オーロラなどの自然現象

②深海探査応用

深海では太陽の光が届かないことから照明を使用して

撮影するが、水中では光の減衰が大きいため、光源から

わずかに離れただけでも被写体は暗くなり通常のカメラ

では撮影が困難になる。また、レンズの絞りを絞り込む

ことができないため被写界震度が深くとれず、被写体全

体にピントの合った鮮明な映像を得られないケースが多

発するので超高感度で信頼性に優れたHARPカメラを適

用した。

・無人深海探査機に搭載し撮影した深海魚と背景の海底

映像、

・深海のくらげ（カブトラゲ）

③医療応用

・微小血管造影・撮影システムへの応用

高エネルギー加速器研究機構と共同で単色放射光を用

いた次世代の微小血管造影・撮影システムの開発研究

を進めている。マウスの微小血管の様子をリアルタイ

ムに映像化できれば、悪性腫瘍、心筋梗塞、脳梗塞の

早期診断等が可能となり放射線医療診断の分野に大き

な進歩をもたらすものと期待できる。

・低照度網膜手術システムへの応用

網膜手術は、立体視が可能な双眼顕微鏡の接眼レンズ

を医師が覗き込む方法で行われ、手術可能な明るい光

学像を得るには患者の目に非常に強い光を当てなけれ

ばならず、これにより網膜がダメージを受ける恐れが

あるといわれている。そこでSuper-HARPカメラと立

体システムを組み合わせたシステムを開発し、医師は

高感度カメラで捉えた患者の眼底の立体像を見ながら

網膜の手術を進める。

・夜盲症患者の夜間歩行補助

網膜色素変性の患者は暗時において感度を持つ網膜周

辺部の機能に障害が表れ、夕闇などの低照度下では歩

行不可能なほど急激に視力が低下する。また、視野も

狭くなり、有効視野角が5度以下になる症例もある。

そこで患者がHARPカメラの映像を小型モニタで見る

ことができれば、患者の目の代わりとなる夜間歩行補

助器具の開発につながると期待されている。屋外にて

歩行実験を行った結果、慣れてくると白杖なしでもス

ムーズな歩行が可能となり、補助器具開発の可能性が

実証できた。

④理学応用

・動的たんぱく質の解析

通常細胞の観察を電子顕微鏡などで行う場合、試料を

真空中に曝したり、強いレーザ光線を照射したりする

必要があるため、細胞が損傷してしまい、生きたまま

の細胞の動きなどを観察するのが困難であった。

HARPハイビジョンカメラを利用することにより細胞
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真夜中の富士山撮像例 夜行性動物（ヒメネズミ）撮像例

オーロラ撮像例

深海撮像例（クラゲ）



が痛まないような弱いレーザ光線で生きたまま細胞を

撮影することができた結果、細胞中のゴルジ体のたん

ぱく質が移動する様子を撮影できた。

（2）超高感度撮像システムを応用した新しいコンテンツ

の表現技術に関して調査研究する。

超高感度で広ダイナミックレンジ（映像の黒レベル部

での伸張、白レベル部での圧縮）特性をもつHARPカメ

ラをテレビドラマやデジタル映画制作での夜間ロケなど

に適用した場合の新たな映像表現の可能性を調査した。

ドラマや映画の夜間撮影では緊急報道のような感度優

先というほどの高い感度は必要とせず、その代わりに、

一定の高感度性と高画質の両立が求められる。実験にあ

たっては、電気ゲインを低めに設定したり、赤・緑・青

の信号電流を揃えて暗部のノイズや色残像を低減するな

ど、画質優先となる特別なカメラ調整を必要となった。

特にライトによる影が生じないことや懐中電灯の明かり

によるハレーションが発生しない等、写実性に優れてい

ることがわかった。

・小栗康平監督「埋もれ木」で実用化　

尚、使用したHARPカメラはTV用の1080、60Iであり、

映画用に60Iから24Pへフレーム変換を行った。その結果、

画像の明るい場合には変換のノイズが目立つので、24P

専用のシネHARPカメラの開発が必要と思われる。

（3）超高感度撮像システムの性能をさらに高めるため、

極限状態におけるHARPカメラの応用例の調査研究を

実施する。

応用例として、現在学会等に提案されている、NHK

技術研究所のハイビジョンコンテンツや東京大学農学

部・中西研究室における、光合成無しの弱光源環境下で

の植物の生育記録実験を題材にして、本カメラの性能限

界の確認、課題の抽出等を行う。

自然界における植物の生育環境において、光量不足に

より今まで詳細な観察が困難だった環境の代表として

「地下」と「夜間」があげられる。

なかでも、「根」は植物の基本でかつ根の生育量は収

穫量と比例するので、土の中（暗闇）における根の生育動

態について、根の生育条件（pH、重金属などの共存下）

を変化させ、根の生育動態をHARPカメラで撮影した。

地下の場合は肉眼でも見えない暗視下であり、撮影に

はHARPカメラ電荷蓄積撮影が必要となる。通常のカメ

ラでは電荷蓄積時間は約1/60秒であるが、この時間を長

くすることで実効的な感度を飛躍的に高める（6秒間で通

常の超高感度動作時の360倍）ことができた。

（4）利便性（小型軽量・高解像・省エネルギー）の高い超

高感度撮像システム開発として撮像管を固定デバイス

化した小型軽量の撮像システムについての検討は始め

られている。しかし、解像度などの観点では撮像管に

比べて十分なものとはいえるものではない。利便性を

追求し、さらなる超高感度撮像システムの開発に際し

ての調査研究及び課題抽出を行った。

①超高感度化という観点から、電荷増倍率を現製品（実

用型新Super-HARP撮像管〈HARP膜厚15μm〉）より5倍

高めた1,000Ｗ目標としたHARP膜厚35μmの極超高感

度HARP撮像管を試作しその特性を測定した結果、目

標通りの結果が確認できた。

②HARP撮像管を用いることで超高感度なハイビジョン

カメラを実現できるが、一方CCDに比べてサイズが大

きく、カメラの小型化が難しいという課題があった。

そこで、より機動性に優れた小型の超高感度カメラを

実現するため、HARP膜を適用した小型超高感度撮像

デバイス「冷陰極HARP撮像板」の開発を進めた。

第3種郵便物認可 2005年（平成17年）4月1日発行
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映画「埋もれ木」 撮像例
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上述のように、HARPカメラの学術分野への応用や映

画、テレビドラマへの適用による新たな映像表現である。

しかし、東京大学大学院で行われた暗中におけるイネの

根の生育観察や、小栗康平監督が「埋もれ木」の撮影に

用いたカメラは、NHKの夜間緊急報道用のハイビジョ

ンHARPカメラ（規格：1080、60I）がそのまま使用され

た。このため学術応用ではカメラの操作性に、また、映

画応用では、規格に由来するコマ数や画質調整の精度な

どに課題を残した。したがって今後は、コンテンツとし

ても価値のある映像が容易に得られる操作性のよい学術

研究用HARPカメラや、映画撮影専用のHARPカメラ（た

とえば規格：1080、24P）を開発し、その有効性を検証

するとともに、得られた日本独自の新たなコンテンツを

内外に示していく必要があろう。
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中部経済産業局

平成16年度中小企業地域新生コンソーシアム研究開発事業
（アバタの自律的行動による複合現実領域での情報表示
システム開発）に関する委託事業
■研究背景

大型スクリーンなどを必要とせず、大型の展示館や施

設に依存しない展示技術は、自然保護や環境保全の見地

から注目を集めているが、現在、研究段階で製品化はさ

れていない状況である。屋外で利用でき、音声・映像な

どの情報が、利用者にわかり易く提供できる展示システ

ム製品が求められていた。

■研究目的及び目標

このため、テキストのみならず音声・画像・映像を含

むマルチメディア情報が、屋外の広い領域で自由に取得

でき、アバタが電子パートナーとしてガイドをする、屋

外で利用できるガイダンスシステムの研究開発を目標と

した。

■委員会

領域型展示ビジュアルシステム事業委員会

委員長：廣瀬　通孝（東京大学教授）

■成果

本研究開発により、次のような成果を得ることができた。

1）ハードウエア開発の対象である専用小型端末は、ハ

ンディーな双眼鏡型の実用可能な操作性を持つシス

テムを製作した。この端末を目標物に向けると、カ

メラを通して現実の映像が見えるほか、その目標物

に関する情報が表示される。また、目標物と、アバ

タや仮想環境映像を合成し表示できる。

2）開発した搭載アプリケーションは、カメラ映像と、

GPS方位・角度センサ情報をリアルタイムに反映さ

せ、テキスト・音声・画像情報のインタラクティブ

な操作を可能にした。

3）実証実験の場は、本開発成果の重要な市場の一つと

して位置づけていた屋外展示施設である博物館明治

村で実施することができ、実際に即した実験を行っ

た。屋外展示施設において、ハンドヘルド端末が年

少者から高齢者にいたるまで、容易に操作ができ高

い利便性を持つことを実証できた。

本研究により、前述のような研究成果物を得ることが

できたが、これについては、今後、次のとおり市場展開

を行う。本開発により確立した要素技術をさらに発展さ

せ、ハードウエアの量産化開発を行う。また、システム

応用先に合わせたソフトウエアの機能と操作性の充実、

自律性を持ったアバタがガイドする魅力あるコンテンツ

の開発と実証実験を行うことにより、市場への製品とし

ての展開を可能にする。なお、現在、1ユーザにて実用

システム開発を実施中である。



■事業の目的

人の心に訴えるマルチメディア情報、その中身である

心地良いコンテンツ、これを新しい概念：感性デジタル

コンテンツと定義し、これがこれからの豊かな社会生活

を実現する上でのキー技術になるとして今までの事業展

開をしてきた。3期目の最終年度事業としては、近年の

マルチメディア情報の様々な分野の応用、特に、その代

表である地上デジタル放送、DVD、デジタルシネマなど

IT技術の進展に伴う高品質なデジタルコンテンツに注目

し、これらの感性的処理を通じて、感性デジタルコンテ

ンツの創生、さらに、将来のコンテンツに関する新たな

サービス関連産業の創出の方向性を探ることを目標とし

た。

■委員会

感性コンテンツ事業委員会　

委員長：春日　正男（宇都宮大学大学院教授）

■事業内容および成果

本年度は、委員会を8回、調査ワーキングを2回開催、

その中で2回の有識者講演、3箇所のコンテンツ製作提示

環境の現地調査を実施し、事業の参考とした。また一方

で、感性と感性的評価に関する文献を中心に調査、デジ

タルコンテンツが感性に訴える因子や内容を検討、感性

の計測手法についてもSD（Semantic Differential）法を中心

に調査し、感性的計測手法とその有効性を検討した。

さらに、一般家庭での将来的なコンテンツ鑑賞の提示

環境として注目されてきた投射型表示系、大型画面など、

臨場感の溢れる表示環境での映像コンテンツの視聴環境

に焦点をあて、映像の色再現性について技術検討とコン

テンツ視聴評価実験を実施した。この結果、映像コンテ

ンツのジャンルやシーンに応じてコンテンツの表色系を

適切に可変できるシステム開発の可能性に関する知見が

得られた。

また、我が国における現在の産業界の立場からの調査

研究を実施し、コンテンツ制作・ビデオゲーム制作の立

場から感性を高めるコンテンツ処理とは、そして、これ

を伝送する放送技術の立場から考察した現状と今後の方

向性とは、さらに、最終的なエンドユーザが携帯電話や

AV情報機器において感性を増幅できる、そのような高

臨場感を得るための映像情報機器の設計製作とは、など

のさまざまな知見を得た。そして、この結果を手がかり

として、我が国の産業に応用する今後の期待を述べ、将

来のサービス産業と、新たなコンテンツ関連産業の創出

の方向性についての見解を考察した。

社会への啓蒙活動の一環として、事業委員会が中心と

なり、映像情報メディア学会、日本感性工学会、IDW

（International Display Conference）を通して、学術講演、

シンポジウムなどを開催することにより、本事業および

感性コンテンツの意義などが社会的に認知されつつあ

る。
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感性コンテンツに関する調査研究事業
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■事業の目的

人の心に訴求するデジタルコンテンツの鑑賞及び操作

が容易に実現でき、しかも、これまで殆ど試みられてい

なかった、特に、高齢者・障害者が健常者と同じ状態で

コンテンツの鑑賞が出来る､そんな人にやさしいデジタ

ル映像・情報機器の実現を目指し、さらに、それを利用

したコンテンツ制作及びツール開発に連なる基礎的資料

を得ることを目的とし調査研究を行った。

■委員会

人にやさしいデジタル映像・情報機器に関する

事業委員会　

委員長：春日　正男（宇都宮大学大学院教授）

■事業内容および成果

事業委員会を8回開催。事業に関連する、先進的な研

究機関3箇所の現地調査、有識者講演2回、技術文献調査

を実施し事業の参考とした。

人にやさしい映像・情報機器の調査研究事業の一つと

して、聴覚障害者にやさしい字幕放送について、適切な

ガイドラインの方向性を探ることとし、字幕の項目につ

いてアンケートによる実験的な印象評価を行い、その項

目間の重要度を調査した。この結果、字幕表示位置など

は潜在的に、キャプションの重なりを嫌うべきであるこ

とが示され、反面、文字色などはすでに多くの制作系内

でほぼ統一したガイドラインをもっていることも分かっ

た。今後は、観る側の感性を含めた、表示速度、要約率、

表示記号などの調査研究とガイドライン提示・規格化が

必要であるとの有効な知見が得られた。

また、特に映像情報機器としての進展の著しいDVD

に着目、使いやすいインタフェースを目指し、メニュー

構造の異なるDVDと、キー配置の違うリモコンを使用

し、その違いがユーザに与える心理影響の評価実験を行

った。結果として、最適なリモコンのボタン配置及び適

切なリンク構造のデザインによりユーザビリティ向上に

繋がる可能性が示唆された。また、DVDを操作する際

にリモコンとDVDのメニュー構造の複雑な点が重なる

ことにより、より操作を困難だと感じると考えることが

できた。従って、人にやさしい機器の設計には、メディ

アなどのソフトウエア階層構造と、機器などのハードウ

エアとの総合的な機器設計方針が必要であることが示唆

された。これは、将来的に国などの機関が中心となり方

針を取り纏めていく必要があることを意味している。

さらに、人にやさしい、をキーワードとして、我が国

における産業振興の立場から、デジタル映像・情報機器

に関する調査事業の一環として、技術の現状、関連する

基礎・基盤技術の研究開発の動向について、その概要を

調査し、将来への考察を加えた。
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社団法人 日本機械工業連合会

平成16年度「人にやさしいデジタル映像・情報機器
に関する調査研究」事業



2005年1月9日（日）～1月14日（金）に現地に赴きデジタ

ルシネマについての調査を実施しました。その調査に基

づき、中国におけるデジタルシネマの現状についての概

要を報告いたします。なお詳細な調査報告については別

途報告書を作成しておりますので、報告書を希望される

方は、下記宛先までご連絡をお願いいたします。

事業開発本部　デジタルシネマ推進部

須藤　智明（sudou＠dcaj.or.jp）

（1）中国映画事情
中国映画の制作費は平均200万元程度（1元＝約13円）

で、2003年度は140本が制作された。海外の輸入作品は

年間20作品に制限されており、ハリウッドと同じ土俵で

競わなければならないため、現在日本の映画は、ほとん

ど上映されていない。ただし、デジタルシネマのみでの

配給であれば、それ以外の枠を利用することもできるた

め、フィルムの作品よりは、中国で上映されやすい。

フィルム映画館は約6,000館あるが、日本と同レベル

のものは600館程度といわれている。映画館には1～5つ

星の等級がつけられている。また上映料金は、数元～百

元を超えるものまで幅広い値段設定がされている。

中国の2004年の輸入作品の興行収入トップは「ロー

ド・オブ・ザ・リング 王の帰還」で8,000万元である。

一方国産映画のトップの興行収入が「LOVERS」で1億5

千万元と国産映画が非常に好調である。また今年の冬は

「天下無賊」、「功夫（邦題：カンフー・ハッスル）」とい

った国産映画が非常に好調で、2作品とも興行収入が1億

元を超えている。

映画の制作方法としては2つの方法がある。1つは国営

企業が映画制作を行う場合で、国営企業が監督を選択し、

監督が国営企業に対し予算案を提案する。その予算案が

国営企業で検討され制作予算が確定する。2つめは民間

企業が資金を出す場合で、現在は民間資本の入った作品

が非常に多くなってきている。中国で制作していれば、

資金がどの国から出ていても国内作品という事になる。

そのため海外資本や民間資本による映画制作が非常に増

えている。

映画の制作にあたっては監督の意見が一番参考とされ

ている。また実質的には監督がプロデュース業務を行う

ことも多い。これまでは撮影所ごとに映画を制作してき

たが、今ではそれを解体して監督にプロダクションを設

立させ映画の制作権を与えた。また配給権まで与える事

にした。そのため中国では映画制作は監督が力を持って

いる。

監督協会やプロデューサー協会はあまり力が無く、情

報交換のための場となっている。

（2）中国映画関連業界
中国映画産業の振興策は、デジタル化も含め、国家広

播電影電視総局参加の組織が実施している。

（3）デジタルシネマ
2001年末にデジタルシネマの配給と上映の振興策が決

められデジタルシネマの設備購入費として2億元（現在の

レートで約25億円）が用意された。

上記方針に基づき2002年6月にDCI基準の上映機材を

10セット購入し、2002年7月からデジタルシネマの配給

第3種郵便物認可 2005年（平成17年）4月1日発行
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中国デジタルシネマ調査

図　中国映画関連業界組織図
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を開始した。上映作品は、ハリウッドにデジタル上映を

認められた作品と国内のデジタルマスターが制作された

作品であった。その後2004年の上半期までに50台程度の

DCI基準の上映機材が導入されたが、スクリーン数が少

ないため、配給できる作品が限られ、フィルムとデジタ

ルの共同での配給が多く、2004年の上半期までは配給面

で非常に厳しい状況であった。

そこで2004年の上半期後半に政策の調整を行った。デ

ジタルシネマのストレージ、エンクリプション、マスタ

リング、転送等に関してはDCIの規格に準拠するが、プ

ロジェクターに関してはDLPシネマ機以外のプロジェク

ターも利用するということである。これによって上映機

材のコストを1/3にすることができ、今までに購入した

DLPシネマ機（1億元で66セット）に加え、5千万元でシネ

マ機でないDLPを100セット購入した。

上記政策の調整にあたり、中国電影科学技術研究所で

は、DLPシネマ機とシネマ機以外のDLPとフィルムとで

比較上映試験を行った。実験の結果、横幅8m以下であ

ればDLPシネマ機以外のDLPであっても十分画質的に満

足できるとの結果が出た（74％の方がYESと回答してく

れた）。

現在のデジタルシネマのスクリーン数は、上記の166

セットに加えて、民間で購入したデジタルシネマの設備

もあるため、約190スクリーン程度となっている。160以

上のデジタルシネマ館が導入されたことにより、中国の

ほとんどの省にデジタルシネマのネットワークができた。

デジタルシネマの設備購入費の2億元については、投

資ということで用意されたものであり返還する必要があ

る。中国電影集団公司が、条件に合った映画館を選定し、

そこにデジタル上映用の機材の貸し出しを行っている。

機材価格の10％程度の機材使用料と入場料の5～10％程

度を回収する事で、投資の回収を図っている。

以前は1ヶ月前にならなければ作品が決まらなかった

が、デジタルシネマが160スクリーン以上になったこと

で、2005年の4月までデジタルによる配給が決まってお

り、8月までほとんどの配給契約が決まっている。2004

年に20作品のデジタル配給（うち輸入作品のデジタル上

映は5作品）を行った。今年の目標は40作品の配給である。

最近ではデジタルシネマ自体がブランドとなってい

る。それによって良い映画館がデジタル化されていると

いう捉えられ方をされている。例えば1級映画館のうち
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 安徽 云南 河南 河北 甘粛 湖南 湖北 

 6 4 3 6 3 6 10 

 江西 江　 山西 山　 四川 重　 上海 

 2 9 3 8 7 4 15 

 新疆 天津 福建 北京 广西 广　 浙江 

 1 3 8 15 3 18 13 

 　　江 　夏 貴州  　西 総計 

 2 2 3 10 2 166

表　省別のデジタルシネマのスクリーン数

表　中国映画関連業界組織概要

組織名

中国電影集団公司

中影数字電影院線公司

華龍電影数字制作有限公司

中国電影科学技術研究所

概　　　要

国家広播電影電視総局の所管で、映像プロダクション、配給ならびに上映、映画作品及びそのパ

ッケージの輸出入、チェーンマスターの経営、デジタルシネマ館の建設、中央電視台映画チャン

ネル・フィルムのコピーと加工・映画機材の販売、デジタルシネマの制作、映像パッケージの生

産、映画関連商品の開発、広告、不動産事業などの多業種を総合的に営む大型映画グループ

デジタル映画の配給業務を行っている会社。デジタル上映機材を映画館に貸与し、デジタル映画

の配給を独占的に行っている

映画局のデジタル化5大プロジェクトの1つで作られたデジタルによるポストプロダクション会社

中国の映画産業に技術領域から貢献する事を目的としている。中国政府が映画産業の発展を考え

る為の技術的なデータの提供、映画業界に関する各種標準の制定・認証・検証といった業務を行

っている



デジタル上映を行っている映画館は3％であるが、それ

らの映画館で10％の売上を占めている。

中国では、デジタル撮影（制作）された作品は非常に

少ない。デジタル制作のノウハウが少ないことや、フィ

ルム制作の経験の長い監督がデジタル制作に否定的なこ

と、映画の内容の審査以外に技術的な審査（画質の審査）

も行っていることが、制作本数が少ない理由と考えられ

ている。

しかしながら今後はデジタル制作の支援に力を入れる

方針で、2005年に中国電影集団公司では、10～30本のデ

ジタルによる制作を行うことを予定している。

デジタルコンテンツの提供について、米国とも話し合

いが進んでいる。ワーナーブラザーズのカサブランカの

復刻版をデジタルシネマのみで上映する予定がある。ま

たスターウォーズのエピソード｣は、最初の一週間はデ

ジタルのみで上映される予定である。中国電影集団では、

ジョージ・ルーカスとも連絡をとり、中小規模のシネマ

機でないDLPについても理解を得ている。

配信については、現状はUSBのハードディスクを利用

してデジタル作品のインストール作業を行っている。デ

ジタルシネマを含む映画の上映機材は、中国電影集団公

司から借し出しているため、上映館側は、セットアップ

やインストール作業をすることができない。そのためイ

ンストールの作業は中国電影集団公司から派遣された技

術者が行っている。ハードディスクの配達に1日で届く

ところもあれば、1週間以上かかるところもあり、また

インストール作業にも手間がかかっている。それらを解

消することを目的として、現在ネットワーク配信の実証

実験が計画されている。

（4）デジタルシネマの規格
中国でのデジタルシネマは3つのレイヤーに分けて考

えられる。

1つめは大中規模の都市にある劇場における映画上映

である。こちらについてはDCIの基準に準拠する。

2つめは中小都市にある劇場、または横幅8mに満たな

いようなスクリーンにおける映画上映である。これはサ

ーバーが1.3K、プロジェクターが1.3K以上のものとして

いる。

この組み合わせが100セット（プロジェクターは1.4Kの

DLPであるPANASONIC TH-D7700がほとんど）導入され

ている。

この規格の導入にあたり、中国電影科学技術研究所に

おいて画質の評価実験を行った。その実験では、業界の

専門家や（幼い子供や老人を除いた）各年齢層の観客に

対し、実際に、ある作品の一部分について8m以下のス

クリーンで、35mmフィルムとDLPシネマ機と1.3Kのセ

ットで上映を行い、何で上映しているか教えずに、こう

いった映像品質の作品にお金を払うかどうか尋ねた。そ

の結果、1.3Kのセットの上映に対し74％の方がYESと回

答してくれた（8割程度はフィルムの方が良いと回答した

が、実験で利用したのは真新しいフィルムであり実際の

上映環境とは異なると考えている）。

3つめは農村、団地での上映で我々はこれを移動上映

と呼んでいる。中国電影科学技術研究所で規格している

バージョンと、電影事業管理局のアーカイブセンターで

規格しているバージョンが考えられており、2005年上半

期に規格が決定する予定である。
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表　中国のデジタルシネマのレイヤー

レイヤー1

レイヤー2

レイヤー3

大中規模の都市

にある劇場

中小都市にある

劇場、または横

幅8mに満たな

いようなスクリ

ーン

農村、団地での

上映（移動上映）

米国のDCIの規格に準拠

プロジェクターはシネマ機以外

のDLP（1.3Kレベル）。プロジェ

クター以外（ストレージ、エン

クリプション、マスタリング、

転送等）に関してはDCIの規格

に準拠。

2005年上半期に規格を決定す

る予定。中国電影科学技術研究

所で規格しているバージョン

と、電影事業管理局のアーカイ

ブセンターで規格しているバー

ジョンが考えられている。
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（5）移動上映

中国は国土が広いため、辺鄙な地域もある。そのため

非常に多くの映画の移動上映機材が必要となる。中国の

農村での移動上映については、2131工程という政策があ

った。それぞれの農民が1ヶ月に1回は映画を観られるよ

うにするという政策である。その上映は16mmフィルム

で行われてきた。それをデジタルで代替しようという考

え方である。

移動上映に関しては2億元以上の支援をが計画されて

おり、数年間で数万の規模の移動上映をデジタル化する

予定である。移動上映のコンテンツとしては国産のコン

テンツが中心に考えられている。

移動上映には、発電機を載せた車とプロジェクターが

支給される。スクリーンサイズは4ｍくらいのものが多

い。そのため2Kのプロジェクターは必要とされていない。

現在フィルム1本1500元くらいで焼き増しを行ってい

る。国の規定では300回の上映でフィルムを廃棄するこ

ととなっているが、実際には100回の上映すら非常に厳

しい。場合によっては焼き増し費用が捻出できない為に

500回以上の上映を行うケースもある。そういったこと

から農村上映の上映品質は酷いものとなっている。デジ

タル化によってそういった問題が解決されると考えられ

ている。

中国電影科学技術研究所では、移動上映の機材を、都

市部で100セット、農村部で40セットのモデルを用意す

る予定である。都市部は車がテントに変形するようなモ

デル、農村部は野外での上映可能なモデルを採用する予

定である。都市部のモデルでは、スクリーンサイズは

4.5～5mで、150～200人収容可能な16ｍ×9ｍのテントが

車に格納してある。テントの中には折りたたみイスが入

っている。価格は車が10万元、テントが3万元、プロジ

ェクターや再生機（現在は3500ANSIルーメンEPSONの液

晶プロジェクターEMP-7800とGDCの低価格サーバーの

組み合わせで実験している）にアンプとスピーカーを合

わせて6万元である。その他イスやスクリーンを合わせ

ると29万元になる。車には8時間の上映が可能な発電機

も用意されている。

この100台については院線（チェーンマスター）が利用

する予定である。院線はそれぞれの省の電影公司に所属

している。そのため国家広播電影電視総局が実証実験を

行う際は、傘下である院線に実験を依頼するケースが多

い。

移動上映のモデルについて、2つの検証を行う予定で

ある。1つはビジネスモデルについてで、もう1つは技術

的な検証である。

移動上映は約300元で元が取れる計算になる。そのた

め5元くらいの価格設定が一般的である。

（6）中国のデジタルシネマについて
今回の中国訪問で一番感じたのは、日本との情報交換

の必要性を感じているということであった。「デジタル

シネマ推進フォーラム」や「Asian Digital Cinema Forum」

について話をすると、今回訪問した組織のほとんどに非

常に関心を持っていただけた。特に中国科学技術研究所

とは、連絡担当者も決めて具体的に中日韓のデジタルシ

ネマの標準化、普及に関するプラットフォームを検討す

ることで合意した。

また、デジタルシネマの発展のために、日本の技術力

に非常に期待している部分も感じた。「デジタルシネマ

共通仕様開発プロジェクト（DCCSDP）」の基礎研究につ
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いて、北京電影学院 数字電影研究所からは非常に興味

を持っていただいた。今後情報交換を行い、お互いの得

意な部分を活かした共同研究についても検討してゆきた

い。

中国では、デジタルシネマが160館以上（民間企業の資

本も含めると190館程度）に急速に増えている。その急速

に増えた要因としては、8m以下のスクリーンではデジ

タルシネマの機材をDCIの基準に満たない1.3K以上のプ

ロジェクターとする事でコストが1/3となった。そのた

め3倍の台数の機材を購入する事ができたからである。

当然、1.3K程度のプロジェクターでは画質が落ちる事

は予測されるが、評価実験を行って画質とコストを比較

した上での決定であり、観客や興業館にも納得の行く基

準なのではないかと思う。

中国でもデジタルシネマ館が少なかったときは上映作

品を集めるのに苦労したが、スクリーン数が増えた事で、

上映可能なコンテンツも増えたという事も伺えた。やは

りスクリーンをある一定以上の数にする事がデジタルシ

ネマの普及にとって一番重要なことであると実感した。

スクリーンの大きさによって、プロジェクターのサイ

ズを変更するという事は、日本の「デジタルシネマ推進

フォーラム」で提唱したレイヤーを2つに分けて考える

考え方と同じであり、中国の考え方を参考としたい。

中国ではデジタルシネマの機材費の負担については上

映館側の負担としている。しかし初期コストとしては機

材費の10％程度のみで良い（その後入場料の5～10％程度

を機材費として支払う必要がある）。その他税制面での

優遇もありデジタルシネマの機材を導入する上映館が増

えている。また、デジタルシネマ機材が導入された都市

部のシネマ館の売上が、それらデジタルシネマ館の売上

が他のシネマ館より伸びているという点も注目に値する。

中国ではデジタルシネマ自体が既にブランドとして認知

されているからであるとの事であった。デジタルシネマ

の画質が観客に受け入れられている事の証であろう。

中国政府としても、投資した2億元は、その後の入場

料で回収する仕組みとなっているため、非常に良いシス

テムである。実際にデジタルシネマの普及している国は、

政府からの何らかの支援策を受けている。日本では中国

よりも数年早くデジタルシネマ館が設置されているが、

今でも20数館程度のデジタルシネマ館しかない。中国同

様の投資システムがあれば、今よりもより早くデジタル

シネマの普及が加速するということは容易に考えられ

る。そういった支援策が必要なのではないか。

上記にあるように中国では、デジタルシネマ館は急速

に増えているが、実際にはフィルムで撮影した作品をデ

ジタル化しているのがほとんどで、デジタル制作は遅れ

ているのが現状である。デジタルの撮影機材として日本

のメーカーの製品が現時点ではほぼ独占している事もあ

り、日本の制作会社はデジタル制作のためのノウハウを

多く持っている。そういった方を中国に派遣して、デジ

タル制作のノウハウを伝えるための研修を開催したり、

逆に中国の技術者の方を日本に呼んで、そういった制作

会社を訪問させて研修を受けてもらったりといった事

は、日本のデジタル撮影機材を中国で利用してもらうた

めにも有効なのではないかと感じた。

このように今回の中国訪問は非常に意義のあるものと

なった。確かに中国ではデジタルシネマのスクリーン数

は増加したが、まだまだ抱えている課題も多く、技術面

等で日本に期待している部分も多い。デジタルシネマの

普及には、日本という狭い市場だけを考えるのではなく、

中国や韓国といった市場も含めて考える事が大切であ

る。そのためには標準化について、中国の研究を参考と

したり、日本の技術を紹介したりすることが必要である。

またデジタルシネマ館をある一定以上の数にする事がデ

ジタルシネマの普及促進に一番重要であるということが

再認識された。中国の現状を参考にデジタルシネマ館を

増加させるための具体策を日本でも検討する必要性を実

感した。

第3種郵便物認可 2005年（平成17年）4月1日発行
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当協会では、平成16年度日本自転車振興会補助事業の

一つとして「デジタルコンテンツ産業動向調査研究」を

実施している。今回、海外調査の一環として韓国を訪問

し、2月17日～19日の間で調査を行った。以下はその内

容であり、韓国におけるデジタルコンテンツ産業の動向

を知る一助となれば幸いである。

1．はじめに

今回訪問できたのは、政府機関（1機関）、民間企業（3

社）、教育機関（2大学）の計6ヶ所である。教育機関を含

めたのは、韓国のコンテンツの質、教育レベルが高まっ

ていて、韓国デジタルコンテンツ産業の今後の動向にも

大きな関わりをもつように思われたからである。一つの

分野（例えばアニメーション）について産官学それぞれ

の立場から話を伺うことができた。

なお、2月17日～20日に開催予定であった展示会

「Mobile & Web Contents Expo 2005」は、主催者側の事情

で8月25日（木）～28日（日）に急遽延期となり、視察する

ことができなかった。

2．訪問先概要

◆韓国文化コンテンツ振興院

（Korea Culture & Content Agency、略称KOCCA）

〈プロフィール〉韓国の文化コンテンツ産業育成と国際

協力支援のため、2001年8月に設立された専門機関。

特に海外の企業・機関との共同制作や相互交流に注

力。

〈関係する分野〉マンガ、アニメーション、キャラクタ

が主で、他に音楽、公演、エデュテインメント、イン

ターネット・モバイルコンテンツなど

◆オコン社（OCON Inc. Animation Studios）

〈プロフィール〉放送用のアニメーション作品を長年に

わたって制作。5年前に独立し、OEMによる制作から

オリジナル作品の制作路線に方向転換。キャラクタの

描写に独自の技術を有する。

〈関係する分野〉放送用アニメーション制作、オリジナ

ルキャラクタ開発

◆インディペンデンス社

（INDEPENDENCE Digital Visual Effect Studio）

〈プロフィール〉3D CGとVFXの分野で多くの実績を有し、

完成度の高さには定評がある。韓国では成功したと言

える劇場用アニメーション作品がまだ無く、同社は目

下、劇場用長編アニメーション作品にチャレンジ中。

〈関係する分野〉劇場用アニメ制作、広告用のCG制作、

映画のVFX制作

◆グラヴィティ社（GRAVITY Corporation）

〈プロフィール〉「ラグナロクオンライン」が大ヒットし、

世界市場23ヶ国でオンラインゲームを展開。収益性は

この業界で世界No.1を誇る。2月に米国ナスダック上

場。

〈関係する分野〉オンラインゲーム制作

◆ケイウォン造形芸術大学

（Kaywon School of Art and Design）

〈プロフィール〉1995年に設立された国内初のマンガ・

アニメーション分野の専門大学。当初は2年制でスタ

ートし、現在は3年制。実習設備が整っており、スタ
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ジオまで保有。

〈関係する分野〉マンガ・アニメーション教育

◆セジョン大学（Sejong University）

〈プロフィール〉1996年、4年制の大学の中で初めてアニ

メーション学科を設置。アニメーション学科とは別に、

工学系の学科としてデジタルコンテンツ学科があり、

プログラム開発などを教えている。

〈関係する分野〉マンガ・アニメーション教育、デジタ

ルコンテンツ教育

3．調査結果要約

それぞれの訪問先での調査内容をまとめると、次のよ

うに要約できそうである。

（1）人材育成

この10年間で、ほとんどの大学に、アニメーションな

どデジタルコンテンツに関連する学科が設けられた。今

回訪問した2校はいずれもが早くからアニメーション学

科を設けた大学であるが、特に一方は、アニメーション

分野の専門大学ということもあり、教育カリキュラム、

実習設備、スタッフのいずれもが充実している。作品と

して完成させることに力が注がれており、卒業作品には

海外で受賞したものもある。

一方で、政府の各機関も、独自の教育機関として「コ

ンテンツアカデミー」「アニメーションアカデミー」「ゲ

ームアカデミー」などを設け、専門家の育成に力を注い

でいる。「アニメーションアカデミー」が優れた短編作

品の制作を行う場であるのに対し、「コンテンツアカデ

ミー」はビジネスに必要な知識・能力の養成を目的とし

ている。アカデミーに入るための審査は厳しいが、授業

料や作品の制作に必要な費用などのほとんどが国から援

助される。

（2）アニメーション産業

人材の育成が国を挙げて進められているのに対し、そ

の受け皿となるアニメーション業界は、総じて景気の悪

い状態が続いている。

放送向けの分野では、この30年ぐらい、主に米国や日

本からのOEMでアニメーション制作を行ってきた。し

かし、採算性が良くないことや実力もついたことから、

海外（特に市場が大きい米国）への輸出など、方向転換

を図ろうとしている企業も多いようである。

また、国を挙げて業界を育てようとの趣旨で、国内放

送局に対し、アニメーション番組の総量規制が今年の7

月から実施される。地上波テレビ局は、放送番組全体の

約1％（週に75分）以上、国産新作アニメの放映を義務づ

けられることになる。需要が確実に増えると予想される

ことから、制作者側も景気回復の契機として期待を寄せ

ている。

他方、劇場向けアニメーション分野では、まだヒット

作品と呼べるものが無い状況であり、産業にまでは育っ

ていない。しかしながら、広告用のCGや映画のVFXを

制作している企業には、今回訪問した企業のように

3DCGなどに高い技術を蓄積しているところがあり、こ

れら技術の集大成として劇場用長編アニメの制作にチャ

レンジしている。初めてのヒット作品が生まれる日も遠

くないかもしれない。

企業が海外に関心をもっているのを後押しすべく、政

府も海外インターンシップや輸出などへの支援を通じて

産業振興に努めている。海外インターンシップでは、中

国、米国、日本との関係を深め、時代のニーズに応えら

れる人材を育成する共に、人的ネットワークを形成する

ことに主眼がおかれている。

（3）オンラインゲーム産業

アニメーション業界が景気の悪い状態が続いている一

方で、オンラインゲーム産業は、1990年代後半（特に

第3種郵便物認可 2005年（平成17年）4月1日発行
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2000年）から急成長を遂げ、現在では世界最大の市場規

模を有するに至っている。急成長した背景には、PC房

（バン）や超高速通信インフラ（ADSL等）の急速な普及が

挙げられる。また、携帯電話を利用した決済方法が圧倒

的多数のユーザーに受け入れられたことも大きな要因で

ある。

米国のオンラインゲーム市場では、その大半をシミュ

レーションやカードなどのゲームが占めてきたのに対し、

韓国では9～10年前からMMORPG（Massively Multiplayer

Online Role Playing Game）という、大勢のプレイヤーが

オンラインで同時に楽しめるようなゲームが発展し、イ

ンフラの普及を背景に市場の拡大を続けている。ヒット

した代表的なものとして1998年にNC Soft社がサービス

を始めた「リネージュ（Lineage）」があり、最近では、

今回訪問したグラヴィティ社が2002年にサービスを始め

た「ラグナロク（Ragnarok）」が挙げられる。

韓国のオンラインゲーム産業は、グラヴィティ社にみ

られるように、企業規模を拡大しつつ、国内だけでなく

世界規模での市場拡大を目指していると思われる。また、

ゲームでの成功をキャラクタやアニメーション、映画な

どに活かそうという動きもある。今後の動向に注目した

い。

（企画調査部　岸上俊一）
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「アトム・アシモがロボット殿堂入り!」
ロボット・ホール・オブ・フェーム2004

CMU ETC 伊是名 宥樹

去る2004年10月11日から14日の4日間、日本では無人

ロボット自動車や、アメンボ型ロボット開発等のロボッ

ト研究で有名なカーネギーメロン大学（CMU）において

「ロボットと思想」と題したロボット工学研究所創立25

周年記念行事が開催された。この4日間、記念式典や研

究所の研究成果発表だけではなく、研究所の見学会や企

業向けのセミナー、講演会も行われ、アメリカ国内のみ

ならず世界各国からロボット関連の研究者や開発者がピ

ッツバーグに集まった。私はロボット開発に携わってい

るわけではないので講演会等には出席しなかったが、記

念行事初日に行われたロボット工学研究所とエンターテ

イメント・テクノロジーセンターの共同主催による第2

回「ロボット・ホール・オブ・フェーム（The Robot

Hall of FameTM））（以下ロボット殿堂）（http://www.

robothalloffame.org/）の就任式に通訳として参加した。

今回表彰され殿堂入りを果たした5台のロボットのう

ち2台はなんと日本からの殿堂入りだった。ロボットア

ニメの元祖「鉄腕アトム」と本多技研工業が開発した世

界初の人間型自律2足歩行ロボット「アシモ（Fig.1）」が

見事選出され、ロボット王国日本の存在感を示す格好に

Fig.1  アシモとジェームス・モリスCMU
西海岸キャンパス学長（右）



なった。その式典に合わせて、日本からは手塚プロダク

ション社長の松谷孝征氏とご夫人が出席され、通訳とし

てご一緒する機会に恵まれた。小さな頃から「マジンガ

ー」シリーズやドラえもん等のロボットアニメが好きだ

った私にとって、「ロボット殿堂」就任式で子供の頃に

みた懐かしい鉄腕アトムの映像を見たり、更に松谷ご夫

妻とご一緒する機会に恵まれたことは本当に素晴らしい

経験であり、一生忘れられない思い出となった。今回は、

日本でもまだあまり知られていないこの「ロボット殿堂」

を紹介したいと思う。

ロボット・ホール・オブ・フェーム
（ロボット殿堂）

「ロボット殿堂」設立の公式発表は、AIBOのロボット

サッカーで知られる「ロボカップ」の第一回アメリカ

ン・オープン（2003年4月30日から5日間）の初日の式典

にてジェームス・モリスCMU西海岸キャンパス学長（元

コンピュータサイエンス学部長）によって行われた。世

界的なロボット工学技術の卓越性を認識し、ロボット業

界に強い影響を与えてきた映画や物語に登場する架空の

ロボットや、すでに実世界で活躍し、画期的な業績をあ

げたロボットなどに栄誉を与えることを目的とし、カテ

ゴリーは“サイエンス・ロボット”と“サイエンスフィク

ション・ロボット”の2つに分れる。

審査員は、CMUによって毎年召集される。第1回目は

ロボット工学者や人工知能の研究者を中心に選出され、

CMUの研究者をメインに日本人ロボット研究者1人を含

む計10名であったのが、今回の第2回目は、CMUのロボ

ット工学者だけではなく、作家、デザイナーや企業家な

ど様々な顔ぶれの日本人ロボット工学者2人を含む計17

人となった。第1・2回目の日本人審査員は、国際ロボカ

ップ委員会委員長を務める大阪大学大学院工学研究科の

浅田稔教授で、今回の第2回目にはCMUロボット工学研

究所の元所長であり、産業技術総合研究所デジタルヒュ

ーマン研究センター所長の金出武雄教授が加わった。

ここの人選はなかなかユニークで、米国を中心に世界

的に最も大ヒットしたPCゲーム「シムシティ」や「シ

ムピープル」等の「シムシリーズ」生みの親であり、

米・マクシス社のプロデューサーのウィル・ライト氏が

審査員に入っていたりする。実は、ライト氏は大のロボ

ット好きなようで、「バトルボッツ（Battlebots）」（日本で

行われている「ROBO-ONE」という二足歩行ロボット

の格闘技大会の元）という米国で行われているロボット

格闘技大会に自らもロボットを製作して参加しているそ

うである。ロボット関係者ではないので、ロボットを審

査する立場となると少し物足りない気もするが、人気ゲ

ームプロデューサーがどのような視点でロボットを審査

するか非常に興味深い。

ロボットのノミネーションと審査

ロボットのノミネーションは

というと、実はこれといって特

に参加資格が要求されることは

なく、「ロボット殿堂」のサイ

トで誰でもノミネートできるの

である。「科学的なものである

か」あるいは「フィクションで

あり、娯楽性が高いか」という

ことがノミネートの規準である。

あと、自分が推薦したいロボットがすでにエントリーし

ている場合は投票することも可能である（一人1票まで）。

すでに2005年度第3回目の「ロボット殿堂」ノミネーシ

ョンは始まっており、現在日本でもテレビ東京系放映さ

れているテレビアニメ「トランスフォーマー」（1月に始

まったシリーズ名は「トランスフォーマーズ・ギャラクフ

ォース」）の中の「コンボイ」（米国では「Optimus Prime」）

が現在投票1位となっている。それ以外には、イギリ

ス・BBCのカルト番組「Dr. Who」の犬型ロボットK9や、

ソニーのAIBO、映画「ショートサーキット」のジョニ

ー5、そしてファミコンの周辺機器として20年前に発売

された「任天堂・ファミリーコンピューターロボット」

など“フィクション”から“リアル”まで現時点で約50台

のロボットがエントリーしている。一般からのノミネー

ション終了後、CMUによって召集された審査員によっ
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Fig.2 Optimus Prime
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て殿堂入りロボットが選出される（4月～6月頃）。審査員

の持ち票は10票で、どのように組み合わせて投票しても

よい。そして10月頃カーネギー科学センターで殿堂就任

式が行われる。

ミーハーな私は早速、アーノルド・シュワルツネッガ

ーが就任式に出席するかもしれないという単純な理由

で、映画「ターミネーター」に投票した。しかし、あの

ロボットが好きというわけではない。映画「アンドリュ

ーNDR114」でロビン・ウィリアムスが演じたアンドリ

ューの方が気が優しくて好きだ。そして、やはり一番の

お気に入りはやはりウィル・スミス主演「アイ、ロボッ

ト」のサニーである。それでは何故サニーをノミネート

しなかったかというと、サニーはCGなので殿堂入りし

ても声優、あるいはデザイナーには会えるかもしれない

が、サニーには会えないだろうと計算してしまったから

だ。こんな不純な動機で投票されると殿堂の品位が低下

しそうである。

殿堂入りしたロボット達

第1回目に殿堂入りしたロボットは次の通りである。

N A S A の開発した火星探検車「ソジャーナー

（Sojourner）」、1961年に米国で開発された世界初産業用

アームロボット「ユニメイト（Unimate）」、映画「スター

ウォーズ」のR2-D2、そしてこちらも映画「2001年宇宙

の旅」宇宙船ディスカバリー号のコンピューター「ハル

（Hal）9000」。アニメの影響が強いためか、「ロボット」

というとどうしても私は「人間型」「二足歩行」という

発想に結びつく傾向があるので、箱型コンピューターの

ハル9000が殿堂入りしたのは少し驚いたが、自ら自分を

プログラムしたり、宇宙船を制御するという自意識を持

った機械ということを考えると、ハル9000は手足こそ無

くても宇宙船と言う体を備えた立派なロボットと言える

のだろう。

第2回目の殿堂入りは5台。名誉な事にそのうち2台は

日本のロボット、アシモと鉄腕アトムである。アシモの

ような二足歩行ロボット技術は日本がトップであり、ア

シモはその先駆者としての功績が認められ殿堂入りをし

た（実は、二足歩行ロボット開発が盛んなのは、ロボッ

トアニメの盛んな日本だけであり、日本以外の国ではあ

まり活発ではない）。一方、鉄腕アトムは「アストロボ

ーイ」と言う名前で欧米でも有名で、米国でなんと1963

年（日本放映と同じ年！）から1年間米NBCによって放映

され、ジャパンアニメーションの先駆けとなった。その

40年後である2004年に新シリーズもスタートし、米国の

根強いファンを喜ばせたのは記憶に新しい。そんなアト

ムの殿堂入りの原動力となったのは、アトムがロボット

大国日本を築きあげた研究者達に最も強い影響力を与え

た「ロボットアニメの元祖」であったからである。それ

が殿堂審査員に認められ今回見事殿堂入りを果たしたの

だ。

鉄腕アトムとアシモ以外の第2回目の殿堂入りロボッ

ト達は、米SRI インターナショナル社が開発した世界初

の人工知能ロボット「シェーキー（Shakey）」、映画「ス

ターウォーズ」のC-3PO、そして1956年に製作されSF映

画に最も影響を与えていると言われている映画「禁断の

惑星（Forbidden Planet）」のロビーであった。

ロボット殿堂就任後は、ピッツバーグにあるカーネギ

ー科学センターに永久的に保存されることになってい

る。まだ実際足を運んでいないので、どのように展示さ

れているかわからないが、通常の展示方法ではなく、鑑

賞者を教育し更に楽しませるようなインタラクティブな

展示形式を目標としているということである。

アトムの殿堂入り：
「ロボット殿堂2004」就任式

さて、「ロボット殿堂」就任式。第1回目は100名程度

の関係者のみで行われたようだが、第2回目は式典を開

催しているロボット工学研究所の25周年記念行事の一つ

として行われたこともあり、会場には200名以上のロボ

ット、大学、プレス関係者がつめかけ、会場となったカ

ーネギー科学センターのハイマーク科学ステージは満席

で立ち見がでるほどであった。

式典は「映画の中のロボット」をテーマに、映画に登

場したロボット達を年代順に紹介した映像で始まった。
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まず、各殿堂入りしたロボットの紹介映像が5分ほど流

れ、ロボットの推薦者（審査員）がステージで推薦理由を

述べる。そして、その後にロボットの制作者あるいはロ

ボットを演じた俳優が「ロボット殿堂」の創立者である

ジェームス・モリスから盾を受け取るという手順で5台

の就任が行われた。

鉄腕アトムの就任では、故・手塚治虫氏の代理という

ことで手塚プロダクション社長の松谷孝征氏が盾の受け

取りと挨拶を行った。「アトムは、ロボットでありなが

ら人間の心を理解し、科学を悪用しようとする人々に悩

み、そしてロボットと人間の狭間で常に苦しんでいた。

手塚治虫は鉄腕アトムを通して科学の力を間違った方向

に使うと人は破滅するという警鐘をならしたかったので

ある。」と鉄腕アトムが単なる科学のヒーローではなく、

もっと深い意味があることを述べ、さらに「漫画という

ことで学校のPTA等から目の敵にされていたアトムが最

高学府であるCMUで殿堂入りとして高く評価されるこ

とは光栄であり、CMUでもアトムのような心を持った

科学者を生み出して欲しい」と挨拶を締め括った。また、

冒頭で紹介された映像で使われた歌が最新作の主題歌で

あったので、往年のファンのためにと挨拶の中で松谷氏

は鉄腕アトムのあの懐かしいオリジナルの主題歌をステ

ージで披露した（Fig. 3）。満員の会場からは松谷氏の歌

に合わせて大きな手拍子が沸き起こり、故・手塚氏のメ

ッセージが鉄腕アトムを通してしっかりと人々に伝わっ

たような、そんな瞬間であった。

就任式には「スターウォーズ」のC-3POを演じたイギ

リスの俳優アンソニー・ダニエルズ氏も出席し、会場の

スターウォーズファンを沸かせた。第1回目殿堂就任式

にはR2-D2を演じたイギリスの俳優ケニー・ベーカー氏

が出席したようだが、たぶんファンとしては彼らが並ん

でいるところが見たかったことであろう。私は特に「ス

ターウォーズ」の大ファンというわけではないが、一応

「スターウォーズ」は全作品見ているので、彼が歩いて

いる姿を始めて見た時は「あ！C-3POだ」とおもわず感

動した。

「ロボット殿堂」の相乗効果

式典の4ヶ月前、第2回目の殿堂入りロボットの発表が

2004年6月に映画「アイ、ロボット」の国際完成報告記

者会見の席で大々的に行われた。その会場となったのは

なんと私の通っているCMUのエンターテイメントテク

ノロジーセンターであった。この記者会見には世界各国

から50名程の記者が訪れ、日本からも映像クリエイター

/ジャーナリストの大口孝之氏、LAで活躍する映画監督

細谷ヨシフミ氏が参加していた。この記者会見には映画

「インディペンデンス・ディ」や「ダークシティ」など

の美術担当で知られるパトリック・タトポリスがパネル

として出席し、「アイ、ロボット」のコンセプトアート

の説明を中心に会見が進められた。

このような記者会見がハリウッドではなく、エンター

テイメント系産業とはあまり縁のないピッツバーグで行

われた理由は、実は「ロボット殿堂」にあった。「アイ、

ロボット」を制作した20世紀FOXの国際広報部門長は、

CMUが主催している「ロボット殿堂」とロボット研究

で世界的に有名なロボット工学研究所の存在に着目し、

映画を発進させるのにふさわしい場所はCMUしかない

と考え、記者会見場所に選んだのである。会見自体は大

学のロボット研究者が参加したため、タトポリス氏の話

を除くと映画の内容とは少し離れお堅い話中心になって

しまったので残念であったが、このような行事が行われ

ると地域のエンターテイメント産業の活性化につながる
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Fig. 3 松谷氏がアトムの主題歌を披露
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ことが期待出来、ピッツバーグでエンターテイメント関

連業界に関わっている私としては、今後「ロボット殿堂」

を通してまたこのような行事が継続してCMUで行われ

ることを願いたい。

「ロボット殿堂」は、時代の先駆者となり現実世界で

活躍する優秀なロボット達と、それらの研究・開発に携

わった研究者や科学者に強く影響を与えた小説や映画、

そしてアニメ・マンガのロボット達の功績を称え、米国

ピッツバーグにあるカーネギー科学センターに永久展示

されるという、科学的、エンターテイメント的さらに教

育的にも非常に意義のあるイベントであり、大学関係者

だけなく地域の人々にとっても地域活性につながる素晴

らしい行事である。特に、エンターテイメント業界や教

育関連に興味のある私にとっては、アニメや映画のよう

な娯楽として捉えられてきたものが、世界でも著名な米

国の高等教育機関の行事の中で脚光を浴びることは非常

に嬉しいことであり、これらをきっかけに、科学と教育

を関連付けたエンターテイメント行事をもっと行ってほ

しいと願っている。

最後に、この行事を通して手塚プロダクション社長の

松谷氏と奥様にお会いし、短い間ではあるが色々お話が

伺えたことはとても素敵な思い出となったことを付け加

えたい。故・手塚氏の作品「ブラックジャック」や「三

つ目がとおる」、そして「ブッダ」を愛読していた私に

とって、故・手塚氏にまつわる話や、彼がアトムに込め

た願いが何であったのか等をお聞きすることができて、

本当に貴重な思い出となった。いつの日か、鉄腕アトム

を生んだ故・手塚氏の意志を受け継いで、人間の心を理

解し人間と共存してくことができるロボットが殿堂入り

する日が来ることを願って止まない。
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飯干真奈弥のアメリカレポート（15）

マーヴェル復活劇を支えたアメコミ映画ブーム

映画ビジネスはリスキーなギャンブルだと言い出した

のは誰だろう。実際に映画を作ったことのある人間なの

か、それとも映画に出資したことのある人間なのか、は

たまた、お金を払って映画を見ている人間なのか。「10

本に1本当たればよし」と言われているハリウッド映画

の話など聞けば、おそらく誰もが映画は「ギャンブル」

だと感じるだろう。

確かにまともな映画を一本作るには莫大なお金がかか

る。ハリウッド映画の制作費などはまるで天井知らずで、

現在では平均製作費6000万ドル（約72億円）とも言われ

ている。そして、こうした高額の投資を回収するには、

劇場公開から二次利用のプロセスを経るまで長い時間が

必要だ。もちろん、その間のマーケティングコストもバ

カにならない。

しかし、もしもこのリスキーな「ギャンブル」で連戦

連勝を続けている敏腕ビジネスマンがいるとしたら信じ

るだろうか。しかもそれが、『スパイダーマン』をはじ

めとするスーパーヒーロー達を数多く生んだ老舗コミッ

ク出版社を、倒産という窮地から復活させるための意識

的な「再生手段」を講じた結果であったとしたら。まさ

に一発逆転という印象を与えるこの復活劇は、映画はや

はり「勝負」である、という認識を新たにすると同時に、

伊是名 宥樹（いぜな・ゆうき）

琉球大学教育学部中学校教員養成課程美

術工芸科卒業。建築設計事務所にて建築

士として勤務後、東京大学生産技術研究

所でリサーチアシスタント、米国カーネ

ギーメロン大学ロボット工学研究所で日

本人秘書として従事。

現在、米国カーネギーメロン大学エンターテイメント・テ

クノロジー・センターに在学中。

連絡先：yizena@andrew.cmu.ed
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ひょっとすると映画はやり方さえ間違えなければ大負け

することはないビジネスなのではないか、とも思わせる。

そして、「コミックと映画」という吉凶混合する組み合

わせを生かすも殺すも、要はやり方次第なのだと。

マーヴェル映画の「負けない勝ち」

1998年の『ブレイド』から始まったマーヴェル映画の

快進撃は、2002年『スパイダーマン』の大ヒットによっ

て世界中を一気に「アメコミ映画ブーム」の渦に巻き込

んでしまった。「アメコミ映画ブーム」と言ったって、

大ヒットしたのはせいぜい『スパイダーマン』くらいじ

ゃないか、という人もいるだろう。確かに『スパイダー

マン』の世界的大ヒットは、1978年に第一作が公開され

たワーナーブラザーズの『スーパーマン』シリーズ以来

といってもいい爆発的な成功だった。しかし、マーヴェ

ル社がプロデュースしたアメコミ映画のうちビジネスと

して成功したのが『スパイダーマン』だけというのは、

事実として正しくない。むしろ、「連戦連勝」といって

もいいくらいの見事な成績を収めているのである。

劇場公開の収支だけを見ると、確かに『スパイダーマ

ン』、『スパイダーマン2』の残した記録はすごい。しか

し、映画ビジネスにおける「勝ち」のスタイルには、こ

の『スパイダーマン』のような「圧勝」だけではない。

「負けない勝ち」という、いわば計算どおりのスマート

な「勝ち」というのもあるのではないか。

たとえば、興業的に失敗だったとよく言われる『ハル

ク』を例にとると、全世界総グロスの50％を配給収入と

した場合（注1）、そこから30％～40％の配給手数料を引い

たとしても7300万～8500万ドルほどの収入となる。製作

費とP&A費があわせて1億7200万ドルかかっているのだ

から、劇場配給からの収入だけではもちろん赤字である。

しかし、ハリウッド映画の平均的な劇場配給収入は、劇

場以外の二次利用（ビデオ・DVD・ケーブルテレビなど）

からの配給収入をすべてあわせた全収入の半分以下に過

ぎないといわれる。ここにゲームやキャラクターグッズ

などのマーチャンダイジング権利料なども加わると、配

給に関わる経費を引いても、このレベルであれば、勝負

としてはトントン、損をしない程度の手堅い「勝ち」と

いえなくもない。

その証拠に、マーヴェルの映画製作会社マーヴェル・

スタジオでは現在『ハルク2』の企画が進行中という。

第3種郵便物認可 2005年（平成17年）4月1日発行

31

DCAj news

マーヴェル社コミック原作映画の劇場興行収支一覧

映画タイトル

ブレイド

X-MEN

ブレイド2

スパイダーマン

デアデビル

ハルク

X-MEN 2

スパイダーマン2

パニッシャー

ブレイド：トリニティ

Studio

New Line

Fox

New Line

Sony

Fox

Universal

Fox

Sony

Lions Gate

New Line

年

'98

'00

'02

'02

'03

'03

'03

'04

'04

'05

指定

R

PG-13

R

PG-13

PG-13

PG-13

PG-13

PG-13

R

R

館数

2,389

3,112

2,707

3,876

3,474

3,674

3749

4166

2649

2912

制作費＋P&A費

N/A

7,500万＋2,270万ドル

5,400万＋2,500万ドル

1億3,900万＋5,000万ドル

7,800万＋4,500万ドル

1億3,700万＋3,500万ドル

1億1,000万＋4,000万ドル

2億＋5,000万ドル

3,300万＋2,000万ドル

6,500万＋N/Aドル

米国内総グロス

7,008万ドル

1億5,700万ドル

8,234万ドル

4億370万ドル

1億254万ドル

1億3,217万ドル

2億1,494万ドル

3億7,358万ドル

3,378万ドル

5,241万ドル

海外総グロス

6,109万ドル

1億3,800万ドル

7,266万ドル

4億1,800万ドル

7,663万ドル

1億1,310万ドル

1億9,150万ドル

4億1,037万ドル

2,089万ドル

6,043万ドル

全世界総グロス

1億3,118万ドル

2億9,500万ドル

1億5,501万ドル

8億2,170万ドル

1億7,917万ドル

2億4,528万ドル

4億644万ドル

7億8,396万ドル

5,467万ドル

1億1,284万ドル

（データ出典：http://www.boxofficemojo.com/）

（注1）アメリカでは劇場側の力が強く、リスクを減らすために
劇場が興行収入のうち、5割どころか6割～8割をとるという
ケースも多い。しかし、大手配給会社が続けて公開するマー
ヴェル映画のような大作の場合は多くの観客動員数を見込ん
で劇場側の要求も5割程度になるといわれている。
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また、『ブレイド』シリーズや『X-MEN』シリーズなど

のヒット作も続編企画が後を絶たない。2005年から2006

年にかけては、スーパーヒーローものやコミック生まれ

の映画がアメリカの劇場を独占すると見られている。こ

のようにマーヴェル社のコミックを原作とした映画の公

開が今後も次々と予定されている現状こそ、マーヴェル

映画の「負けない勝ち」がハリウッドでいかにパワーを

振るっているかを物語っているだろう。 マーヴェル社

は現在、約4700ものキャラクターの権利を保有している

が、その99％がまだスクリーンには登場していないとい

う。こうした手堅い「勝ち」を続けながら、うまくいけ

ば『スパイダーマン』のような「圧勝」を狙えるとなれ

ば、ハリウッドのスタジオが次々とがマーヴェル・スタ

ジオと組みたがるのも不思議ではない。

●2005年以降公開予定のアメコミ映画

ゴーストライダー 2005年 1月

コンスタンティン 2005年 3月

エレクトラ 2005年 3月

バットマン5：ビギンズ 2005年 6月

ファンタスティック・フォー 2005年 7月

Ultraviolet 2005年 夏

V for Vendetta 2005年 秋

パニッシャー2 2005年 秋

Mirrormask 2005年 秋

Iron Fist 2005年 未定

Deathlok 2005年 未定

A History of Violence 2005年 未定

Luke Cage 2005年 未定

X-MEN3 2006年 5月

スーパーマン5 2006年 夏

スパイダーマン3 2007年 5月

マーヴェル復活までの軌跡

ここ数年の映画の成功で一気にエンターテインメント

業界の大手となったマーヴェル。だが、その長い道のり

は決して平坦なものではなかった。1930年代から幾度か

名前を変えつつも続いてきたこの老舗コミック出版社

は、1950年代の出版不況時代から一度ならず倒産の危機

にさらされながらも、ライバル会社DCコミックスと共

に2大コミック出版社として、決して大きくはないアメ

コミ業界をリードしてきた。

1960年代になって、DCコミックがスーパーヒーロー

もののコミックをヒットさせ、不況の中から勢いを盛り

返したのを機に、マーヴェルでも後に『スパイダーマン』

の生みの親となるStan Leeらが中心となって『ファンタ

スティック・フォー（“The Fantastic Four”）』を出版しヒ

ットさせる。

その後マーヴェルは、それまでのスーパーヒーローコ

ミックでは貧弱になりがちだったキャラクタリゼーショ

ンに焦点をあて、『スパイダーマン』のように自信喪失

に陥ったり、ありふれた悩みを抱えたりするヒーローを

登場させる。また、傷を負っている者、奇形や異形の者、

はみだし者など、それまでの伝統的な逞しいヒーローた

ちのようにハンサムでもパーフェクトでもない「異端」

のキャラクターを多く生み出し、アメコミ界に新風を送

り込むことに成功したのである。

1970年代に入ると、次々と生み出したヒット作によっ

て伝説的人物となっていたStan Leeがマーヴェルの中心

から外れ、新しい編集者たちがホラーやチャンバラ、魔

法もの、SFなどの新ジャンルを開拓し、より年齢層の

高い読者たちをターゲットにしたコミックを出版しはじ

め、そこそこの成功を収めていく。

1980年代にはテレビアニメ業界にも進出。DePatie-

Freleng Enterprises というアニメスタジオを買って

「Marvel Productions Ltd.」とすると、『G.I. Joe』、『The

Transformers』、『Muppet Babies』などのアニメ番組をプ

ロデュースしはじめる。ところが、しだいに経営がうま

くゆかなくなり、結局1988年にマーヴェルのオーナーと

なった投資家Ronald Perelmanによってこのアニメスタジ

オは永久閉鎖に追い込まれるという事態に。

そしていよいよ、マーヴェルとアメコミ業界にとって

激動の時代となる1990年代へ突入。コレクターたちが投

機目的のコミック収集に夢中になった1990年代前半、空

前のコミックブームが訪れる。アメコミ業界全体が好景

気に沸いたのも束の間、90年代半ばにさしかかって一気
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にブームが去ってしまうと、コミック本の売上は急速に

落ち込み、窮地に立たされたマーヴェルはついに破産に

追いこまれてしまう。

この後、マーヴェルは会社のオーナシップや権利関係

の法的バトルなどの紆余曲折を経て、90年代後半にマー

ヴェルの関連会社であったToy Bizのオーナー、Isaac

Perlmutterの手に渡ると、会社組織の抜本的な改革が行

われた。新しいキャラクターやコミックの生産をいった

ん止め、これまでに蓄積した約4700もの既存のキャラク

ターの権利を生かしてのフランチャイズ・ビジネスへと

シフトしたのだ。そして2000年に入ってようやく破産か

ら抜け出すことができたマーヴェルは、現在もなおアメ

リカのコミック業界のキープレイヤーとしての地位を誇

るだけでなく、ハリウッドへの本格的な進出によってエ

ンタテイメント業界全体から注目を浴びる存在へと見事

な復活を遂げたのである。

復活の立役者、
AviAradという新たな伝説

マーヴェルの最大の武器はなんといっても、所有して

いる約4700にも及ぶキャラクターたちの権利である。こ

れらのキャラクターたちは、アメコミというある意味閉

ざされたマーケットのなかだけで活躍していたあいだ、

それほど多くの人にとって魅力的な存在ではなかったよ

うである。それが、映画になった途端、マス・マーケッ

トの消費者たちの心をしっかりと掴み、逆に彼らをアメ

コミの世界へと引っ張り込もうとさえしている。

マーヴェル社のコミック書籍発行人であるダン・バッ

クリー氏が昨年末の『Wired News』（12月21日付）に語っ

たところによれば、現在アメリカのコミック産業はこれ

までになく好調な時期を迎えており、マーヴェル社のコ

ミックを原作にした映画が公開されるたびに、同社の出

版事業の業績ははね上がるのだという。事実、マーヴェ

ル社の書籍売上はここ4、5年で倍増している。以前は浮

き沈みの激しかったコミック市場が急速に安定しつつあ

るのは、コミックから派生するビデオゲームや関連グッ

ズなど商品の多様化に加え、日本のマンガやグラフィッ

ク・ノベルなどの台頭によるジャンルの多様化が、一部

のカルト人気を越えた広い読者層を徐々に形成してきた

からだという。さらに、このコミック市場の人気と勢い

を決定づけたのが、マーヴェル原作映画が火付け役とな

ったアメコミ映画ブームというわけだ。

そして、この空前の大ブームを仕掛けたマーヴェル復

活の立役者というのが、マーヴェル映画すべてのプロデ

ューサーをつとめるマーヴェル・スタジオのトップ、

Avi Arad氏なのである。Arad氏が1998年にプロデュース

した映画『ブレイド』と2000年の『X-メン』のヒットが、

それまで一般の人がアメコミ映画に対して抱いていた

「子供向け映画」というイメージを覆し、アメコミ映画

への関心を集めることに成功する。コミックの映画化に

関するニュースと情報を提供するウェブサイト、『コミ

ックス・トゥ・フィルム』（http://www.comics2film.com/）

なども創設された。そして、2002年に大ヒットし、映画

史上6番目の興行収入を記録した『スパイダーマン』に

よって、「マーヴェルコミック＋ハリウッド映画」とい

う勝利の方程式を決定的なものにしたのである。

とはいえ、アメコミ映画自体の歴史は長く、1940年代

より雑誌や新聞には『キャプテン・マーベル』、『ファン

トム』、『バットマン』、『スーパーマン』、『キャプテン・

アメリカ』などといったコミックが連載されており、そ

こから後にアニメや実写になった作品も多い。しかし、

まだCGが現在のように高いクオリティを実現できてい

なかった当時の実写映画では、大人をも満足させるよう

なリアリティのあるエンタテイメントにはなり得なかっ

たのである。コミックを上回る出来のものはほとんど作

られず、その結果、アメコミの映画化の権利は当時のハ

リウッドでも二束三文の値がつけられたうえに誰も欲し

がらなかったという。

事実、Arad氏がハリウッドのメジャースタジオへ自社

原作コミックの映画化企画を持ち込んだときも、スタジ

オの幹部たちはほとんど興味を示さず、半信半疑で彼の

話を聞いていたという。同氏がIGN FILMFORCEのイン

タビューで語ったところによれば、彼の企画を聞いたハ

リウッドのスタジオ幹部たちは「君の話はわかった、そ

の一部の熱心なコミックファンたちが大挙をなして映画

第3種郵便物認可 2005年（平成17年）4月1日発行
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館に押し寄せてくると。それで、そのあとはどうなるの

かね？」と一般の観客たちがアメコミ映画に興味を示す

とは思っていなかったそうだ。しかし、マーヴェルの関

連会社などでキャラクターの玩具デザインなどを長年や

ってきた経験もあるArad氏は、誰よりもマーヴェルのキ

ャラクターたちを愛し、そのストーリーの奥深さをよく

理解していた。根気強くメジャースタジオの説得を続け、

ようやく幹部たちの首を立てに振らせる。

メジャースタジオの幹部たちが慎重になったのも無理

はない。映画の分野では成功の実績を積んでいないArad

氏と一緒に、何十億という額をかけた勝負をしろという

のだから。子供から大人までの広い年齢層を引きつける

ためには、コミック原作を優れたエンタテイメント映画

に仕立てるための念入りなデベロップメント、客を呼び

寄せるドル箱スター、そして何よりもトップレベルのス

ペシャルエフェクトの達人たちがどうしても必要とな

る。メジャースタジオはこの手の映画でどう勝算を立て

たらよいものか困惑していたという。

しかし、90年代後半は進歩のめざましいCG技術をふ

んだんに使って観客をあっといわせる映画が多く作られ

ており、Arad氏の企画もそうしたCGを売り物にしたジ

ャンルとして作ればなんとかいけるのではないか、とい

うこと、そして、少年・青年時代にマーヴェルのアメコ

ミを読んで育った若手監督やアーティストたちがハリウ

ッドで活躍し始めていたことも影響して、企画はついに

走り出すことになったのだ。

Arad氏は映画の成功の理由を「とにかくよいストーリ

ーとキャラクターがあること。そして、世界中ほかのど

こをさがしても見当たらないほど素晴らしいストーリー

ボードを用意したこと」と語っている。そして、マーヴ

ェルのコミックに登場するスーパーヒーローたちが、21

世紀に生きる私たちと同じ現実的な悩みを抱えている点

を指摘する。苦悩するヒーローたちを通じて、マーヴェ

ル映画は、もし自分たちが超人的な力を手に入れたらど

うするかを問いかけてくるが、それはときに『スパイダ

ーマン』のように、青春や責任、成長がテーマになるこ

ともあれば、『X-メン』のように、偏見や迫害、追放が

題材となることもある。Arad氏は映画づくりに関わる監

督や関係者たちに、こうした異形、異端の悩めるヒーロ

ーたちが現代社会にも共通するメタファーとして語られ

ていることを根気強く説明してまわったという。

1970年にイスラエルからアメリカへ移住した後、トラ

ック運転手などの職を転々とした経験を持ちながら、現

在ハリウッドで最もパワーのあるプロデューサーの仲間

入りをしたArad氏は今、Stan Leeに替わる新たなマーヴ

ェルの伝説となった。同郷のビジネスパートナー、マー

ヴェル社CEOのIsaac Perlmutterと共に世に送り出すヒー

ローたちは、そんな彼らの民族的な迫害の歴史と傷跡を

も内包した21世紀的ヒーロー像となって生き続けていく

のかもしれない。

何度も倒産の危機に陥りながら、ようやく復活への道

のりに辿り着いたマーヴェル。その復活劇の鍵は、新し

いものを作り出すということよりも、自分達が所有する

現存のキャラクターたちのバリューをいかに最大限に引

き出せる「仕掛け」を行うか、ということだろう。その

ためには、貴重なキャラクターたちをコミックから銀幕
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飯干真奈弥（いいぼし・まなみ）

慶応義塾大学文学部哲学科美学

美術史専攻（芸術論・映画論）卒

業。東京大学大学院新領域創成

科学研究科メディア環境学専攻

修士課程修了。大学院在籍中に

DCAj情報経済基盤整備コンテン

ツ制作基盤事業として開発に携

わった映像コンテンツ制作工程管理ソフトウェア「Eizo-

Works」が、平成14年度AMD アワードThe Best Producer賞

を受賞。現在、米国Academy of Art University, Motion

Picture & Television学部にて映画制作を勉強中。

連絡先：iiboshimanami@aol.com

● 経　歴 ●



DCAjは3月7日、ルポール麹町（東京・千代田区）にお

いて題記シンポジウムを開催した。

1990年代後半に勃興したPeer to Peer（P2P）コミュニケ

ーションとコンテンツ産業との間に大きな軋轢が生じ、

幾つもの著作権関連訴訟が起きたことはご承知の通りで

ある。

しかし、こうした紛争や確定した幾つかの司法判断を

もってしても軋轢は解消されていない。特に今年は、米

国Grokster事件の最高裁判所、わが国Winny開発者事件

の京都地方裁判所の判決が予想されることから、P2P問

題に対する関心は高い。

このような状況下の平成16年度、DCAjは、「デジタル

コンテンツをめぐる法的課題に関する調査研究」（日本

自転車振興会補助事業）を実施し、P2P問題をテーマと

して掲げ調査研究に注力してきた。本シンポジウムは、

本調査研究における1年間の研究成果を広く公表すると

ともに、いまなお議論の余地のある様々な論点に対する

意見交換を目的としたもの。

パネルディスカッションは、大いに盛り上がった。参

加者から後にメールで寄せられた感想には、「論点や主

張がはっきりして理解し易かった」、「ためになった」、

「おもしろかった」という声が多い。DCAjとしては、今

後もP2P問題をはじめとする法的課題に関し、調査研究

を継続する必要があると思われる。

なお、本シンポジウムにおける講演及びディスカッシ

ョンを記録した報告書は、近日発行の予定である。

今回のシンポジウムは、DCAj内に設置した「デジタ

ルコンテンツ関連技術の法的評価に関する研究委員会」

を母体として実施した。本シンポジウムに参加された方
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の世界へ思い切って連れ出すことが重要なのだと、Arad

氏は判っていたに違いない。キャラクターがマス・マー

ケットでリアルに動き出すためには、やはり動画となり

より多くのオーディエンスを獲得することが不可欠なの

だ。彼らの方法論は、いわゆるヒーローだけではない多

彩なキャラクターを有する日本のコミックキャラクター

たちにも十分適用できるのではないだろうか。

パネルディスカッションの様子

会場風景

3月7日法的課題研究シンポジウム実施報告

P2Pコミュニケーションの可能性と法的課題
－コンテンツ産業はP2Pといかに向き合うべきか－
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にはお分かりいただけたと思われるが、本委員会の議論

は非常に高度で活発である。最後に、委員、講師、オブ

ザーバ全員のお名前を記し、一年間のご検討に謝意を表

します。

デジタルコンテンツ関連技術の法的評価に関する

研究委員会

………………………委員長………………………

大橋　正春 岡崎・大橋・前田法律事務所 弁護士

………………………委　員………………………

浅田　　伸 プログレッシブピクチャーズ㈱　プロデューサ

ー／デジタルシネマ・スーパーバイザー

井藤　好克 松下電器産業株式会社 AVコア技術開発センタ

ー　コンテンツセキュリティグループ主任技師

上野　達弘 立教大学法学部助教授

大塚　祐也 ソニー㈱ 経営プラットフォーム 知的財産セン

ター　知的財産企画管理部　シニアパテントマ

ネージャー

小川　憲久 紀尾井坂法律事務所弁護士

上村　圭介 国際大学グローバル・コミュニケーション・セン

ター　講師

小関　知彦 凸版印刷㈱ 法務本部法務部 部長

城山　康文 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士

新保　史生 筑波大学図書館情報学系 助教授

椙山　敬士 虎ノ門南法律事務所 弁護士

田中　辰雄 慶応大学経済学部 助教授

戸叶司武郎 ヤマハ㈱ 法務・知的財産部 音楽著作権マネジ

ャー

宮下　佳之 あさひ狛法律事務所 弁護士

山下　博之 独立行政法人科学技術振興機構 科学技術振興

調整費業務室プログラム主管

………………………講　師………………………

石新　智規 ジョーンズ・デイ法律事務所 弁護士

鈴木　正朝 ニフティ㈱ 情報セキュリティ推進室課長

星合　隆成 NTTネットワークサービスシステム研究所 主幹研

究員

……………………オブザーバ……………………

松下　香苗 経済産業省 商務情報政策局 文化情報関連産業

課　課長補佐

川口　和宏 株式会社電通法務室

この事業は、競輪の補助金を
受けて実施したものです。
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3月10日、協会会議室において題記セミナーを実施し

た。昨年12月30日の改正信託業法施行以降、当協会にも

コンテンツ著作権のファイナンスや会計処理に関する問

合せが少なからず寄せられることから、コンテンツ関連

企業の会計担当者の実務に役立ち得るセミナーを、とい

うことで実施したもの。実施概要は以下の通り。

プログラム

第1部「コンテンツファイナンス」

○ファイナンス総論

（資金調達方法、流動化・証券化の手法）

○ビークルの会計処理

（任意組合、匿名組合、オフバランス（売却処理の可

否）、連結）

○信託業法改正の概要

第2部「コンテンツ会計」

○コンテンツ会計総論

（資産計上の要件、費用配分の方法）

○映画ビジネスの会計処理

（収益計上、製作委員会への出資、P&A費）

○放送ビジネスの会計処理

（収益計上、番組勘定、2次利用）

○音楽ビジネスの会計処理

（原盤制作費、収益計上と返品調整引当金）

○ゲームビジネスの会計処理

（原盤制作費、外注費、費用化方法）

講師―――――――――――――――――――――――――

矢野浩一 中央青山監査法人　公認会計士

公認会計士、社員。平成元年中央新光監査法人（現・

中央青山監査法人）入所。商法監査・証券取引法監査

などの法定監査のほか、株式公開準備支援においては

コンテンツ関連会社を担当。日本公認会計士協会監

査・保証実務委員会「四半期財務情報対応専門委員会」

委員、法規委員会委員。主な著書として『株式公開マ

ニュアル　新版』（共著　中央青山監査法人編、税務

研究会出版局）、『コンテンツビジネスの会計実務』

（共著　中央青山監査法人編、東洋経済新報社）。

関岡信哉 中央青山監査法人　公認会計士

公認会計士。平成9年青山監査法人（現・中央青山監査

法人）入所。商法監査・証券取引法監査などの法定監

査のほか、株式公開準備支援、知的財産ファイナンス

支援などに従事。日本公認会計士協会経営研究調査会

「知的財産専門部会」委員。
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「コンテンツのファイナンスと会計」実施報告

左が矢野氏、右が関岡氏 受講風景



第3種郵便物認可 2005年（平成17年）4月1日発行

38

事務局だより

DCAj news

●事務局人事

3月31日付

増井　武夫氏　先導的事業推進部長　沖電気工業㈱復職

田島　英行氏　デジタルアーカイブ推進室長　

凸版印刷㈱復職

矢崎　　弘氏　デジタルシネマ推進部長　

日本ビクター㈱復職

池田真一郎氏　制作環境支援部研究員　

㈱ヒューマンメディア復職

4月1日付

沖電気工業㈱より　

大橋　淑郎氏　先導的事業推進本部長　就任　

㈱凸版印刷より　

鈴木　利夫氏　企画調査部国際室長　就任

●DCAj 活動日誌【平成17年2～3月】

2月 8日（火）第6回長期保存のための光ディスク媒体の開

発事業委員会

2月 9日（水）第5回次世代基盤技術委員会

2月15日（火）第22回運営幹事会

2月17日（目）第7回長期保存のための光ディスク媒体の開

発事業委員会

2月19日（土）第5回領域型展示ビジュアルシステム事業委

員会　実証実験

2月24日（木）第6回次世代基盤技術委員会

2月24日（木）第8回超高感度撮像システム調査研究委員会

3月 1日（火）第3回事業開発政策委員会

3月 2日（水）第2回企画・推進政策委員会

3月 3日（目）第5回デジタルシネマ研究委員会

3月 4日（金）デジタルシネマ推進フォーラム　WG

3月 7日（月）法的課題シンポジウム「P2Pの可能性とその

法的課題」

3月10日（木）3月度DCAjセミナー「コンテンツのファイナ

ンスと会計」

3月10日（木）第8回超高精細コンテンツの流通・利活用に

関する調査研究委員会

3月10日（木）第8回長期保存のための光ディスク媒体の

開発事業委員会

3月10日（木）第23回運営幹事会

3月10日（木）第10回運営委員会

3月17日（木）第36回理事会　第34回評議員会

3月18日（金）公開セミナー「コンテンツ国際展開のビジ

ネスモデル]

3月23日（水）第2回デジタルクリエイターズコンペティシ

ョン企画委員会

3月25日（金）第3回コンテンツビジネスの活性化推進事業

企画委員会

3月25日（金）ヨコハマ・クリエイターズ・ミーティング

『HAMA-Cre EX! 』（ハマクリ・エクス）

3月26日（土）ショートフィルムスタジアム2004 完成作品

発表イベント

●DCAj 後援等のイベント案内

【後援】

名　　称：東芝130周年記念「未来のテレビ」アイディ

アコンテスト

主　　催：㈱東芝デジタルメディアネットワーク社

開催趣旨：夢あふれたアイディア、未来の商品企画に通

じるアイディアを募集し、新しい映像時代の

幕開けにふさわしいテレビを提案していく。

コンテスト募集期間：2005年2月10日－5月31日

対　　象：小学生・一般・シニア

名　　称：2005中国（上海）国際デジタルコンテンツ産

業総合展及びシンポジウム

主　　催：上海市マルチメディア産業協会、中国上海国

際展示会

開催趣旨：中国はWTO加盟、2008年オリンピック、ま

た2010年の万国博覧会の開催決定に伴い、外

国企業にとって投資環境の改善や、政府によ

る規制の透明性など、マーケットの展開の土

壌が整ってきた。会場である上海市は2007年

までに「デジタル都市」の基本枠組みを構築

し、情報資源のデジタル化、情報伝送のネッ

トワーク化、情報技術の集約化、3～5年間で

の上海のマルチメディア産業の生産額を100

億元に達することを目標としている。

生産基地として市場として魅力ある中国を広

く知らしめるため、国際デジタルコンテンツ

産業総合展を開催する。

開 催 日：2005年9月26－28日

会　　場：上海マート



対　　象：企業、団体、一般

名　　称：第3回全国高等学校パソコンコンクール

主　　催：福島県、会津大学、全国高等学校パソコンコ

ンクール実行委員会

開催趣旨：21世紀の科学技術を振興する上で、将来の担

い手となる青少年の育成が必要であり、科学

技術・理科教育の充実が必要とされる状況に

ある。とりわけコンピュータサイエンスが地

域情報化の推進に不可欠であることから、こ

の分野での幅広い人材の養成が緊急の課題と

なっている。「技術立県」を標榜し、コンピ

ュータサイエンスの「会津大学」を全国に先

駆け創設した福島県として、情報通信分野に

おける優れた人材養成に寄与するため、高校

生を対象とした全国高等学校パソコンコンク

ールを実施する。

開 催 日：2005年11月5、6日

会　　場：会津大学（福島県会津若松市）

対　　象：全国の高校生及び高等専門学校の3年生まで

及びそれらと同等と認められる者

【協賛】

名　　称：映画テレビ技術2005

主　　催：社団法人日本映画テレビ技術協会

開催趣旨：「今、映像が熱い！感性とプロ技術の祭典」

をキーワードに、進化を続ける制作技術とニ

ーズ、特に政府省庁の映像コンテンツの施策

と合わせ、特異性のあるイベントをも目指す。

そしてハード・ソフトの普及と関係者間の技

術交流を促進し、映画・テレビ業界の発展に

寄与することを目的とする。

開 催 日：2005年5月25－27日

会　　場：東京北の丸・科学技術館　

対　　象：映画・テレビ業界関係者、一般

名　　称：ビジネスシヨウTOKYO OSAKA2005

主　　催：社団法人日本経営協会、東京商工会議所、大

阪商工会議所

開催趣旨：経営情報化の推進、新ビジネスの創出を通じ

て、創造性豊かな社会の発展に寄与すること

を目的に開催。

開催期間：ビジネスシヨウTOKYO 2005年5月18－29日

ビジネスシヨウOSAKA 2005年6月15－17日

会　　場：ビジネスシヨウTOKYO

東京ビックサイト（東京国際展示場）

ビジネスシヨウOSAKA

インデックス大阪（大阪国際見本市会場）

対　　象：事務・情報・通信機器のメーカー、ディーラ

ー等の企業・団体

名　　称：特定非営利活動法人沖縄デジタルアーカイブ

推進協議会設立記念講演会

主　　催：特定非営利活動法人沖縄デジタルアーカイブ

推進協議会

開催趣旨：特定非営利活動法人沖縄デジタルアーカイブ

推進協議会の活動理念・事業計画等の紹介、

および協議会の主な事業の1つであるデジタ

ルアーカイブの普及啓発を図るため、講演会

を開催する。

開催期間：2005年3月16日

会　　場：おきでんふれあいホール

対　　象：協議会会員及び一般

名　　称：高柳記念未来技術フォーラム

主　　催：財団法人高柳記念電子科学技術振興財団

開催趣旨：わが国電子科学技術の振興を記念して設立さ

れた高柳財団の事業の一環として、今後の研

究開発への方向づけに役立てるため、最先端

の技術や話題をテーマにフォーラムを開催す

る。

開催期間：第1回　2005年5月13日

第2回　2005年9月14日

第3回　2006年1月19日

会　　場：アルカディア市ヶ谷

対　　象：財団会員及び映像メディア学会会員、一般

【共催】

名　　称：第3回ブロードバンド特別講演会

主　　催：特定非営利活動法人ブロードバンド・アソシ

エーション

開催趣旨：産官学を基軸としたネットワークを構築し、
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ブロードバンドによる21世紀型サービス・ビ

ジネスの創成に寄与するため、特別講演会を

開催する。

開 催 日：2005年5月18日

会　　場：明治記念館　鳳凰の間

対　　象：ブロードバンドに関心のある一般企業、一般

ユーザー、共催団体

【協力】

名　　称：SKIPシティシンポジウム

「The Digital Dreamer～香港と日本、デジタル

とストーリーの新たな融合～」

主　　催：株式会社スキップシティ

開催趣旨：アジア発のデジタルコンテンツ制作の最新情

報をご紹介することで、世界マーケットを意

識した映画制作を推進する。

開催期間：2005年3月11日

会　　場：彩の国ビジュアルプラザ4階・映像ホール

対　　象：映像制作者、一般

名　　称：アジアCG映像博

主　　催：埼玉県彩の国ビジュアルプラザ

開催趣旨：さいたま新産業拠点（SKIPシティ）における

映像関連産業の導入・集積を促進するため、

さまざまな分野で重要な役割を果たしている

映像・イメージ制作技術のうち、特に近年活

用範囲がめざましく拡大しているコンピュー

タ・グラフィックスに着目し、①CG制作に

対する関心を高める、②CG制作技術の普及

を図る、③CG活用に対する関心を高める、

④CGクリエイターに対しビジネス機会を提

供することを目的として開催する。

開催期間：2005年3月18－21日

会　　場：SKIPシティ彩の国ビジュアルプラザ

対　　象：一般、CG業界関係者等

●個人会員入会へのご案内

財団法人デジタルコンテンツ協会（DCAj）は、デジタ

ルコンテンツの制作、流通、利活用に関わる「個人」の

力を結集するため、個人会員制度を設けております。

当財団の目的に賛同し、事業にご協力いただける方で

あれば、どなたでも入会することができます。会費など

のご負担は必要ありません。知見やアイデアの提供、ボ

ランティア参加、モニター協力等の形でご協力いただけ

れば結構です。個人の立場でご活躍されているクリエイ

ター、プロデューサー、学識経験者はもちろんのこと、

当財団の法人会員（正会員および情報会員）に所属され

ている方をはじめとする企業団体等に所属されている方

も、あるいは、この分野を目指している学生・生徒の皆

様も、個人の立場で入会いただけます。

奮ってご入会いただき、皆様の新鮮なアイデアやエネ

ルギーを当協会事業に注き込んでいただけますようお願

いいたします。

ご入会の方法は、当協会のホームページ（http://www.

dcaj.or.jp/ ）に、入会案内があります。そこからオンライ

ンで登録ができます。 広報・成果普及室

●編集後記

暖かくなりました。今年の桜の開花は、例年より遅く、

花見の時期が待ち遠しかったのですが、開花宣言後、気

温が高くなり、すぐに満開になってしまいまして、花見

の開催時期が難しい状況でした。

今号は、平成16年度のまとめとして、16年度の事業成

果について掲載しています。事業成果の詳細については、

報告書が作成されますので、そちらの方をご覧ください。

作成される報告書の入手等ににつきましては、別途、お

知らせいたしますので、しばらくお待ちください。

さて、平成16年度も終わり、平成17年度に入りました。

16年度の事業は、これから取りかかります。詳細が決ま

り次第、広報誌、ホームページやメールマガジンでお知

らせする予定です。メールマガジンにてお知らせを希望

される方は、個人会員の登録をお願いいたします。

（S.Y）
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