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マスター タイトルの書式設定⾚松健とは
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⾚松 健
（あかまつ けん）
漫画家・実業家

1968年7⽉5⽇⽣まれ。
愛知県名古屋市⽣まれ、東京都東久留⽶
市育ち。
海城⾼校を卒業後、中央⼤学⽂学部⽂
学科国⽂学専攻を経て、漫画家デビュー。



マスター タイトルの書式設定受賞歴
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1993年 第50回週刊少年マガジン新⼈漫画賞 審査員特別賞
（「ひと夏のKIDSゲーム」）

2001年 第25回 講談社漫画賞少年部⾨受賞（「ラブひな」）

2010年 Amazon.co.jp10周年殿堂⼊り

2014年 第8回JEPA電⼦出版アワード⼤賞 チャレンジ・マインド賞
（絶版マンガ図書館）

2020年 電流協アワード2020 電流協⼤賞（マンガ図書館Z）

2020年 デジタルアーカイブ産業賞 ビジネス賞（マンガ図書館Z）



マスター タイトルの書式設定漫画家
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マスター タイトルの書式設定漫画家⽣活28年、⼈気作品多数
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マスター タイトルの書式設定現役同⼈作家
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マスター タイトルの書式設定世界各地のイベントにゲスト出演
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2002年 台北ブックフェア（台北／台湾）
animecentral（シカゴ／アメリカ）

2015年 Japan Expo2015（パリ／フランス）
2016年 Leipzig Book Fair（ライプチヒ／ドイツ）
2021年 Rio Anime Club（ブラジル）オンライン出演

Leipzig Book Fair （2016）

animecentral（2002）

Rio Anime Club （2021）

Japan Expo （2015）

Leipzig Book Fair （2016）台北ブックフェア （2002）

Japan Expo （2015）



マスター タイトルの書式設定有識者として国政の会議に多数参加
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［内閣官房］知的財産戦略本部 次世代知財システム検討委員会

［内閣府］ 知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会 コンテンツ分野会合

［総務省］ インターネット上の海賊版サイトへのアクセス抑⽌ ⽅策に関する検討会

［⽂化庁］ ⽂化審議会 法制・基本問題⼩委員会

［⽂化庁］ メディア芸術連携促進事業 企画委員

［国会図書館］資料デジタル化および利⽤に関わる関係者協議会

［超党派］ MANGA議連

［⾃⺠党］ 知的財産戦略調査会

［⾃⺠党］ 法務部会

［⾃⺠党］ ⽂部科学部会

［⾃⺠党］ デジタル社会推進知財⼩委員会



マスター タイトルの書式設定デジタルや著作権の関連団体で役職に
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⼀般社団法⼈ABJ※ マーク監査委員会 委員
「監査委員会」委員として、海賊版対策において、権利者側による違法性判断基準の妥当性について、有識
者およびインターネット関連事業者の知⾒に基づく、適切な監査を⾏う。

※ ABJ︓Authorized Books of Japan

デジタルアーカイブ学会 評議員
オープンサイエンスの基盤となる公共的デジタルアーカイブの構築、地域のデジタルアーカイブ構築を⽀援するとと
もに、これらの諸⽅策の根幹をなすデジタル知識基盤社会の法制度がいかにあるべきかについても検討を⾏う。

オーファンワークス実証事業実⾏委員会 幹事
著作権者不明等の場合の裁定制度の利⽤円滑化に向けた実証事業の実施を⾏う。



マスター タイトルの書式設定多くの講演やシンポジウムに登壇
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⽇付 主催者 イベント名 講演タイトル
2011/4/27 第1回ダ・ヴィンチ電⼦書籍アワード2011
2011/8/23 コミックナタリー コミナタ漫研 第9回 コミナタ漫研〜マンガ家に聞く、同業者の気になる仕事
2012/7/7 出版広報センター 国際ブックフェア 出版広報センターシンポジウム 「電⼦書籍時代に出版社は必要か︖」

2012/11/1 クリエイティブ・コモンズ・ジャパン CCJPシンポジウム 出版社の新しい著作隣接権を考えるシンポジウム

2012/11/3 早稲⽥⼤学 早稲⽥祭2012 電⼦書籍の未来を考えるイベント FREEKS

2012/11/25
クリエイティブ・コモンズ・ジャパン／明治⼤
学知的財産法政策研究所コンテンツと著
作権法研究会

出版者の権利とその役割

2013/3/27 ⽂化庁 第8回コンテンツ流通促進シンポジウム『著作物の公開利⽤ルールの未来』 パネルディスカッション「著作物利⽤における意思表⽰の未来」
2014/12/18 JEPA 第8回JEPA電⼦出版アワード⼤賞授賞式
2015/8/14 thinkTPPIP コミックマーケット88 TPPの著作権条項を考える 〜⾮親告罪化、保護期間延⻑、そして法定賠償⾦〜

2016/6/3 アーカイブサミット組織委員 アーカイブサミット2016 シンポジウム

2017/9/30 「UQ HOLDER! 〜魔法先⽣ネギま︕2〜」の第1話先⾏上映会 -

2018/2/9 公益社団法⼈ ⽇本漫画家協会／明治
⼤学 ⽶沢嘉博記念図書館 おきあがりこぼしプロジェクト 明治⼤学展 初⽇記念撮影

2018/9/7 - ⾚松健×さやわか×津⽥⼤介 「合法的漫画村のつくりかた――ブロッキングの他にこんな⼿があった︕」
2018/11/17法とコンピュータ学会 第 43 回法とコンピュータ学会総会・研究会 パネルディスカッション「ブロッキングの諸問題」
2019/1/10 ⻘空⽂庫他 著作権延⻑後の世界で、我われは何をすべきか 国⽴国会図書館のスキャンデータを活⽤して出版社や作家へ還元する提案

2019/2/8 NPO法⼈うぐいすリボン/コンテンツ⽂化研
究会

⽵宮惠⼦×⾚松健×⼤屋雄裕×藤本由⾹⾥「違法ダウンロード範囲拡⼤を
考える院内集会」

2019/10/15⽂化庁 2019年度メディア芸術連携促進事業 連携共同事業 中間報告会 マンガ分野

2019/12/17⽂化庁 【シンポジウム】マンガが先か!?原画が先か!?―「マンガのアーカイブ」のネクストス
テージに向けて― マンガが先か!? 原画が先か!?―「マンガのアーカイブ」のネクストステージに向けて―

2020/5/19 AEBS 電流協アワード2020表彰式 （「マンガ図書館Z」とその⽴案・運営が電流協アワード⼤賞を受賞）
2020/10/17デジタルアーカイブ学会 デジタルアーカイブ学会第 4 回研究⼤会特別講演 ２つの実証実験を通して探る、デジタルアーカイブのビジネス的利活⽤法
2020/12/2 ナンバーナイン 漫画家ミライ会議 オープニングセッション〜広がる漫画家の可能性〜 ⾚松健×⼩林琢磨
2021/2/2 2020デジタルアーカイブ産業賞授賞式 授賞式&プレゼンテーション
2021/2/10 アイマート実⾏委員会 MAGMA sessions 【特別講演】 解説「侵害コンテンツのダウンロード違法化」＆「リーチサイト規制」
2021/2/25 第14回⽇本国際漫画賞オンライン授賞式
2021/2/26 アイマート実⾏委員会 MAGMA sessions ネット・デジタル社会におけるアーカイブの公開・活⽤〜現物・ライセンスが拓く新たな道〜

2021/5/19 ⽂化庁 令和2年度メディア芸術連携基盤等整備推進事業 連携基盤整備推進事
業の最終報告会



マスター タイトルの書式設定クリエイターの⽴場から、
表現の⾃由や著作権、海賊版対策などについて広く発信
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⽇付 媒体 タイトル
1999/3/10 東京⼤学新聞 「⼊学後」をはっきり⾒つけて
2008/夏 Hakumon ちゅうおう 私費投じ、映画研究会保存フィルムをDVD化 今に⽣きる映研、アニメ研、漫画研での腕磨き
2008/10/13 ファミ通.com ⼩林ゆう『ゆうのお部屋』 ⾚松健先⽣×⼩林ゆうのクロストーク（その1）
2008/10/20 ファミ通.com ⼩林ゆう『ゆうのお部屋』 ⾚松健先⽣×⼩林ゆうのクロストーク（その2）
2008/10/28 ファミ通.com ⼩林ゆう『ゆうのお部屋』 ⾚松健先⽣×⼩林ゆうのクロストーク（その3）
2008/11/4 ファミ通.com ⼩林ゆう『ゆうのお部屋』 ⾚松健先⽣×⼩林ゆうのクロストーク（その4）
2010/11/17 コミックナタリー ⾚松健、絶版マンガを無料公開「ラブひな」をテスト配信
2010/11/26 ITmediaNEWS 「ラブひな」無料配信スタート パンツや“ヤバゲー”の広告⼊り
2010/12/2 ASCII.jp 「ラブひな」⾚松健さん、無料漫画サイト経営にかける「夢」
2010/12/8 ITmedia eBook USER 「ラブひな」170万ダウンロード突破の衝撃 Ｊコミで扉を開けた男“漫画屋”⾚松健――その現在、過去、未来（前編）
2010/12/9 ITmedia eBook USER 「ラブひな」170万ダウンロード突破の衝撃 Ｊコミで扉を開けた男“漫画屋”⾚松健――その現在、過去、未来（後編）
2010/12/22 ASCII.jp 漫画サイト「Jコミ」仕分け座談会レポート 都条例は「かつてない脅威」――漫画関係者が激⽩
2011/2/9 ガジェット通信 300万ダウンロード突破『Jコミ』が⽬指すもの – ⾚松健インタビュー（前編）
2011/2/10 ガジェット通信 300万ダウンロード突破『Jコミ』が⽬指すもの – ⾚松健インタビュー（後編）
2011/2/14 ITmedia eBook USER 徹底討論 ⽵熊健太郎×⾚松健 Vol.1 電⼦出版時代における漫画編集者のあるべき姿
2011/2/15 ITmedia eBook USER 徹底討論 ⽵熊健太郎×⾚松健 Vol.2 雑誌でなくコミックスで利益を得る構造は、オイルショックがきっかけ
2011/2/16 ITmedia eBook USER 徹底討論 ⽵熊健太郎×⾚松健 Vol.3 プロデュース能⼒がある漫画家の寿命が来たとき、業界がポッキリ折れる
2011/2/17 ITmedia eBook USER 徹底討論 ⽵熊健太郎×⾚松健 Vol.4 これからは年収600万円や800万円の漫画家が増えるかも
2011/2/18 ITmedia eBook USER 徹底討論 ⽵熊健太郎×⾚松健 Vol.5 漫画はどこへ向かうのか
2011/4/27 ORICON NEWS 『ダ・ヴィンチ電⼦書籍アワード』 第1回⼤賞は絵本『ヌカカの結婚/テロメアの帽⼦/カルシノの贈り物』
2011/11/13 ニコニコニュースORIGINAL ⾚松健、同⼈作家に⼾愚呂（弟）⾵の忠告「TPP導⼊でも⾃分は死なないと思っているのか︖」
2012/5/25 ITmedia eBook USER 特集 ⾚松健は隣接権とそれを巡る議論をこう⾒る
2012/12/13 ITmediaNEWS ⾚松健さん流「TPP対策」・2次創作向け新ライセンス提案、次回作は「エロ同⼈・アニメ化フリー」に︖
2013/3/10 ⽇経BizGate 絶版漫画、電⼦書籍で再評価 「Jコミ」仕掛け⼈に聞く
2013/3/28 ITmediaNEWS 「警察の萎縮効果狙う」 ⾚松健さん、2次創作同⼈守るための「黙認」ライセンス提案
2013/6/2 HUFFPOST 児童ポルノ禁⽌法改正案がクールジャパンを殺す︖ 漫画家、⾚松健さんにその問題点を聞く【争点︓クール・ジャパン】
2013/7/18 ITmediaNEWS 2次創作同⼈認める「同⼈マーク」デザイン案、講談社公認で募集
2013/8/18 アニメ︕アニメ︕ 「同⼈マーク」のデザイン決定 ⾚松健、ドミニク・チェンらが選考
2013/8/19 ITmediaNEWS TPP対抗「同⼈マーク」デザイン決定 「少年マガジン」の⾚松健さん新連載で採⽤へ
2013/8/28 HUFFPOST 「同⼈マーク」でTPPに対抗 漫画家の⾚松健さん『UQ HOLDER!』で初使⽤
2013/8/28 HUFFPOST TPP参加で性表現や政治的表現への影響どうなる︖ -【座談会】⾚松健さん×福井健策弁護⼠×⽇本劇作家協会
2013/8/28 ねとらぼ 作家が⼆次創作同⼈誌を認める「同⼈マーク」が始動 ⾚松健さんの新作で使⽤ ライセンスやFAQも発表され、詳細が明らかに。
2013/10/30 ⽇本経済新聞オンライン TPPでコミケ滅ぶ︖「同⼈マークで摘発回避を」 漫画家 ⾚松健さんに聞く
2014/7/10 HUFFPOST 【絶版マンガ図書館】電⼦書籍サイトのJコミがリニューアル ⾚松健さん「売れなくても平等に収録したい」
2014/7/10 ITmediaNEWS 「漫画版YouTubeを」――読者が漫画ファイルをアップ、作者の許可得て無料公開 Jコミ「絶版マンガ図書館」で海賊版を撃滅へ
2014/11/19 ねとらぼ クリエーター減税、実現するか──超党派による「MANGA議連」設⽴
2014/12/9 ねとらぼ マンガやアニメを振興する「MANGA議連」とは︖ ⽇本漫画家協会理事の⾚松健先⽣に聞いてきた
2015/6/3 コミックナタリー 仏Japan Expoで今年はEVA展︕⾚松健、貞本義⾏、畑健⼆郎らも出演
2015/7/24 アニメ︕アニメ︕ビズ パリ・JAPAN EXPOに約25万⼈、⽇本エリアに⽇本企業が多数出展
2015/8/3 コミックナタリー ⾚松健、電⼦書籍サイト刷新し51カ国語翻訳に対応︕でんぱ組えいたそも応援
2015/8/3 ITmedia eBook USER ⾚松健さんとGYAOが無料マンガ配信に新たな⼀⼿ 「マンガ図書館Z」始まる
2015/8/15 MANTANWEB コミケ88︓著作権⾮親告罪化で同⼈活動の制限に懸念 「ネギま︕」作者らがTPPでトークイベント
2015/8/18 シネマトゥデイ 同⼈活動から考えるTPP 著作権侵害、⾮親告罪化の影響は︖
2015/11/4 ITmediaNEWS 2次創作は⾮親告罪化の対象外に ⽂化審議会の⼩委員会、⽅向性まとまる
2016/2/9 ニュースイッチ 紛糾︕ＡＩ著作権の検討委員会。３つの課題を同時に解決する名案は︖
2017/1/20 ニコニコニュースORIGINAL コミケや⼆次創作ができなくなる!? 「著作権の⾮親告罪化」という⼤問題【⼭⽥太郎と考える「表現規制問題」第1回】
2017/1/20 アニメ︕アニメ︕ ⾚松健、初の原画展が東京ソラマチにて開催 テーマは「憧れていた、あの⼦に会える。」
2017/4/5 KAI-YOU ⾚松健の「マンガ図書館Z」、物議醸した“電⼦書籍版YouTube”機能を正式公開
2017/4/8 47NEWS 【第14回】表現規制、⾒過ごせぬ 「裾野広ければ頂き⾼く」 漫画家が与党ロビー活動
2018/2/13 KAI-YOU 漫画家協会が海賊版サイトを糾弾 社会現象化する海賊版を巡る議論
2018/3/15 産経新聞オンライン 漫画の海賊版昨年から特にひどい ⼈気漫画家が考えた対抗策とは︖
2018/5/11 ITmediaNEWS 漫画家・⾚松健さんに聞いた、「海賊版サイトをつぶす唯⼀の⽅法」
2018/5/15 ダ・ヴィンチ ニュース まつもとあつしの電⼦書籍最前線Part2(前編)⾚松健が考える電⼦コミックの未来
2018/5/15 ダ・ヴィンチ ニュース まつもとあつしの電⼦書籍最前線Part2(後編)⾚松健が考える電⼦コミックの未来
2018/7/25 朝⽇新聞DIGITAL 海賊版に負けない漫画サイト運営術 ネギま︕作者に聞く
2018/8/1 ⽇本経済新聞 絶版作品を受け付け Jコミック、海賊版サイトに対抗

⽇付 媒体 タイトル
2018/8/1 アニメ&ゲーム ⾚松健⽒、海賊版対策に新施策発表 漫画素材提供した読者へ収益10%を還元
2018/8/1 おたくま経済新聞 海賊版を利⽤しちゃえ︕「マンガ図書館Z」で海賊版サイト撃滅に向けた実証実験を開始
2018/8/1 朝⽇新聞DIGITAL 絶版本、コピーしてネットにあげて 中堅出版社呼びかけ
2018/8/1 コミックナタリー マンガ図書館Zが“合法的な漫画村”作る実証実験開始、データ提供した第三者にも収益
2018/8/1 HON.jp News Blog 「マンガ図書館Z」が実業之⽇本社と協⼒し海賊版サイト対抗の実証実験を開始
2018/8/2 マイナビニュース マンガ家・⾚松健、絶版本から収益を⽣む実験で「海賊版サイトを叩き潰す」
2018/8/29 産経新聞オンライン 漫画の海賊版サイト対策、実験始まる ⾚松健さん「２０年のイタチごっこに決着を」
2018/9/12 ITmediaNEWS 「ブロッキングは不安」 ⾚松健さん、海賊版サイト対策への本⾳ 実験の成果は
2018/10/26 ダ・ヴィンチ ニュース 海賊版サイトに対抗する「マンガ図書館Ｚ」の勝算とは︖ 『魔法先⽣ネギま︕』⾚松健に聞く︕
2018/10/26 FINDERS 「合法漫画村計画」を進めるマンガ図書館Zの実証実験のゆくえ。そして「有料マンガサブスク」が実現しない理由｜⾚松健（マンガ家）

2018/11/3 東京新聞 TOKYO 
Web フリーが変える創作の世界

2019/1/11 HON.jp News Blog 著作権保護期間が延⻑された世界でも、できることはたくさんある #著作権延⻑後
2019/1/15 ITmediaNEWS 国会図書館の“死蔵データ”活⽤へ 漫画家・⾚松健さんが考える「マンガ図書館Z」の次の⼀⼿
2019/2/8 ITmediaNEWS 「意味のない法改正」「イラスト界が壊滅する」 違法ダウンロード対象拡⼤で漫画家らが“反対集会”
2019/2/8 SHIKOKU NEWS 違法対象の拡⼤に漫画家ら反対／著作権法改正で、国会内で集会
2019/2/9 HON.jp News Blog 実効性のない法律に意味はあるのか︖「違法ダウンロード範囲拡⼤を考える院内集会」レポートと考察
2019/2/11 ⽇本経済新聞 「ラブひな」が戦う⾒えない敵 読者奪う海賊版
2019/2/13 キャリコネニュース 「スクショNG」どこまで︖ ⽂化庁「⼆次創作スクショは今後検討。海賊版を撮ることが対象」
2019/2/14 mugendai 漫画家だからできる業界改⾰。⾚松健が描く「漫画が世界を平和に導く」未来とは︖
2019/2/14 ITmediaNEWS 違法ダウンロード対象拡⼤の疑問に回答 漫画家の⾚松健さんがAbemaTVで
2019/2/15 ABEMA TIMES ”スクショNG”に「ラブひな」⾚松健⽒も苦⾔…時代に適応できない⽇本の姿はコピーコントロールCDの時と同じ︖
2019/2/15 ITmediaNEWS 電⼦書籍のスクショは合法︖ 実際に逮捕されるの︖ 弁護⼠が解説する「違法ダウンロードの対象拡⼤」
2019/2/25 GIZMODO 賊版を打ち破れ︕ 読者、作者、出版社、三⽅よしの｢マンガ図書館Z｣をつくった⾚松健さんインタビュー
2019/2/19 KAI-YOU 「誰のための法改正か」ダウンロード違法化に研究者ら87⼈が反対声明
2019/2/25 ねとらぼ ⽇本漫画家協会と出版広報センター、「侵害コンテンツのダウンロード違法化」と「リーチサイト規制」について共同声明
2019/2/26 週刊⾦曜オンライン 「ダウンロード違法化」対象範囲拡⼤がはらむ危険性とは
2019/3/7 朝⽇新聞DIGITAL ＤＬ違法化、差し戻しでも修正せず ⽢利⽒「政治論だ」
2019/4/24 弁護⼠ドットコムニュース ⾚松⽒「私の単⾏本も翌⽇には全世界にばらまかれてる」海賊版サイト対策でヒアリング
2019/5/21 HON.jp News Blog 出版社にもメリットがある座組みを ―― マンガ図書館Zがメディアドゥホールディングス傘下でいまなお続ける挑戦
2019/5/22 HON.jp News Blog マンガ図書館Zは「書店」ではなく、作品に優劣をつけない「図書館」―― 無料公開が海賊版サイトへ間接的にダメージを与える
2019/6/3 ITmediaNEWS 「アクセス警告⽅式」は実効性に疑問 海賊版サイト対策の有識者検討会
2019/6/19 nippon.com デジタル時代の漫画の未来を切り開く︓「マンガ図書館Z」が⽬指すこと
2019/7/10 コミックナタリー 講談社漫画賞の贈呈式、春場ねぎ「⾚松先⽣に選んでもらえたことは僕にとって特別」
2019/9/25 HON.jp News Blog ⽇本漫画家協会と出版広報センターが「侵害コンテンツのダウンロード違法化」と「リーチサイト規制」に関する共同声明を発表
2019/9/26 オタク産業通信 ⽇本漫画家協会、『「侵害コンテンツのダウンロード違法化」と「リーチサイト規制」に関する共同声明』を発表
2019/9/30 コミックナタリー アニメ「UQ HOLDER!」上映会に⾚松健登壇、「素晴らしい」と⼤絶賛

2019/10/29 ニコニコニュース
ORIGINAL

スクショを撮っただけで有罪に!? ――違法DL規制に『魔法先⽣ネギま!』⾚松健と⼭⽥太郎議員が提⾔「パブコメで国⺠が意識していることが
官僚に伝わる」

2019/11/27 ⽇本経済新聞 海賊版対策、軽微なダウンロード容認へ ⽂化庁

2020/1/8 メディア芸術カレントコンテ
ンツ 2019年度メディア芸術連携促進事業 連携共同事業 中間報告会 マンガ分野

2020/1/29 産経新聞オンライン 「漫画村」閉鎖後も⽌まない海賊版被害 「発売翌⽇に無断公開」漫画家苦⾔
2020/2/7 SsnkeiBiz 「発売翌⽇に無断公開」漫画家苦⾔、⽌まない海賊版被害に“5つの怒りポイント”
2020/4/17 HON.jp News Blog 「マンガ図書館Z」⾚松健⽒が電流協アワード2020⼤賞を受賞

2020/6/2 メディア芸術カレントコンテ
ンツ シンポジウム「マンガが先か!? 原画が先か!?―「マンガのアーカイブ」のネクストステージに向けて―」レポート（3）

2020/6/5 SankeiBiz 漫画に甚⼤被害、海賊版サイト対策進むも不安拭えず
2020/10/7 ABEMA TIMES 少年漫画の「エロ」「性暴⼒」表現はいかにあるべきか? ⾚松健⽒と元編集者に聞く
2020/12/4 ⽂化通信 【インタビュー】漫画家・⾚松健に聞く 漫画⽂化の将来、メガヒット作品が⽣まれる環境を守るためには
2020/12/15 BUSINESS INSIDER 巣ごもりで｢漫画村問題｣が再燃か ｢急増ペースが異常、⻭⽌めきかず｣…集英社らが危機感
2021/1/8 中⽇新聞 漫画⽂化の未来 先頭に⽴ち守る
2021/2/16 MAGMA sessions ネット・デジタル社会におけるアーカイブの公開・活⽤〜現物・ライセンスが拓く新たな道〜
2021/6/4 ABEMA TIMES 『ラブひな』⾚松健⽒、藤井棋聖と渡辺名⼈の対決に注⽬「将棋漫画は絵的に映える」「藤井さんが敵キャラでいたら怖い」
2021/6/9 朝⽇新聞DIGITAL 「便利」だった漫画村 ⾚松健さんが描く海賊版の駆逐策
2021/6/11 キャリコネニュース 「呪術廻戦」休載で⼈気漫画家から反応続々 「編集部からの休載提案は素晴らしいこと」と⾚松健
2021/6/11 ⽇刊スポーツ 「呪術廻戦」休載で⼈気漫画家ら“休めなかった”エピソードが話題に
2021/6/10 ITmediaNEWS ⼈気漫画「呪術廻戦」、作者体調不良で1カ⽉休載へ 編集部からの提案に「時代は変わった」の声
2021/7/5 ABEMA TIMES 『ラブひな』原作者・⾚松健⽒、動画サイトの“ファスト映画”や“ファスト漫画”にも警鐘「漫画村と同じように…」
2021/7/24 よろず〜 東京五輪開会式の選⼿団プラカードに漫画家からダメ出し相次ぐ「微妙にキマってない」
2021/7/3 よろず〜 週刊少年マガジンのアナログ作品は「はじめの⼀歩」など３作品のみ 「ラブひな」⾚松健⽒の投稿で明らかに
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⽇付 メディア 番組名／アカウント名 テーマ等
2010/12/21 テレビ東京 Newsモーニングサテライト 違法コピーに対抗・漫画家が新ビジネス
2011/1/11 NHK ⾸都圏ネットワーク （Jコミ関連）
2011/2/7 ニコニコ⽣放送 『"⾃炊"と電⼦書籍』 MIAU Presents ネットの羅針盤
2011/3/1 NHK Bizスポ 絶版漫画が無料で読める︖︕
2011/5/9 ニコニコ⽣放送 駒⼤GMSちゃんねる 駒澤⼤学GMS学部2011年前期科⽬「実践メディアビジネス講座I︓マンガ・アニメの現在、過去、未来」第2回（講師︓⾚松健⽒）
2011/7/31 BSフジ コンテンツビジネス最前線 ジャパコンTV
2011/11/11 ニコニコ⽣放送 TPPはネットと著作権をどう変えてしまうのか︖【第2弾】 検証︕保護期間延⻑・⾮親告罪化・法定賠償⾦
2012/4/30 ニコニコ⽣放送 『どうする︖ニッポン⼆次創作⽂化と著作権とTPP』MIAU Presents ネットの羅針盤
2012/7/7 ニコニコ⽣放送 岡⽥⽃司夫チャンネル 突発︕FREEex⽣放送 激論必⾄「電⼦書籍時代に出版社は必要か︖」
2012/7/11 ニコニコ⽣放送 徹底討論 ＜出版物に関する権利＞は是か⾮か MIAU Presents ネットの羅針盤
2013/1/22 TBSラジオ ウォンテッド
2014/11/6 ニコニコ⽣放送 馳ミュージアム 【CafeSta新番組】 馳ミュージアム ゲスト︓⾚松健さん 司会︓馳浩広報本部⻑ （2014.11.6）
2015/3/3 テレビ朝⽇ ビートたけしのTVタックル コスプレで逮捕!?キャラ弁で逮捕!?TPP著作権問題でオタク⽂化の危機
2015/4/29 TBS Nスタ TPPでコミケが潰れる︖
2015/6/14 BS-TBS 週刊報道LIFE TPPで揺れる著作権問題
2015/8/1 BS-TBS 週刊報道Biz Street TPP
2015/10/21 NHK NEWS7 著作権侵害が⾮親告罪に“創作活動で意⾒相次ぐ”
2016/7/6 tv asahi CS 津⽥⼤介 ⽇本にプラス 『絶版マンガの図書館』をさらに広げたい︕“漫画⽂化”を残す… ⼈気漫画家・⾚松健の挑戦
2017/1/11 テレビ朝⽇ お願い︕ランキング 嫉妬に⾝を焦がすBAR
2018/2/13 NHK NEWS7 漫画家協会︓海賊版利⽤しないで
2018/4/18 NHK クローズアップ現代+ 追跡︕ 脅威の“海賊版”漫画サイト
2018/4/21 NHK クローズアップ現代+ ▽“海賊版”漫画サイト!脅威の⼿⼝▽無料読み放題の裏側で
2019/2/16 TBSラジオ 荻上チキ・Session-22 「『違法ダウンロードの対象拡⼤』で、懸念される問題点とは︖」荻上チキ×⾚松健×福井健策×津⽥⼤介
2019/7/20 NHK クローズアップ現代+選 ▽海賊版サイト“漫画村”脅威の⼿⼝▽無料読み放題の裏側で
2019/10/24 ニコニコ⽣放送 【どうなる違法DL規制】漫画家⾚松健と⼭⽥太郎議員が著作権法改正案"を語る⽣放送
2020/2/27 Abema ABEMAヒルズ “AI×漫画”の未来は?売れっ⼦漫画家と「⼿塚治⾍AI」開発者が語る未来の創作
2020/10/6 Abema ABEMA Prime 偶然エッチな展開=“ラッキースケベ” 少年誌の性表現は時代遅れ?“ラブひな”などの代表作がある⾚松健さんと考える漫画のエロと規制
2020/10/14 NHK ねほりんぱほりん 同⼈漫画家
2020/12/1 Abema ABEMAヒルズ 【⼆次創作が嫌い】著作権侵害か⾃由な表現か… 有名アニメ⼆次創作者が語る「他⼈のふんどしで相撲」⾚松健は「僕は嬉しくて買っちゃう」
2021/3/26 Abema ABEMAヒルズ ⽇本⼈の「NFT」 1300万円で落札!
2021/3/26 Abema ABEMAヒルズ 投稿から新種発⾒ 学名に「twitter」
2020/4/24 Abema けやきヒルズ
2021/5/1 Abema ABEMAヒルズ 『魔法先⽣ネギま︕』作者・⾚松健、漫画の“早売り”「避けるべき」 読者間格差に⾔及
2021/6/4 Abema ABEMAヒルズ 令和版"トキワ荘"マンガ家育成団地
2021/6/4 Abema ABEMAヒルズ "リアル空間×2次元"の素敵なAR作品
2021/6/4 Abema ABEMAヒルズ 共感できる?スマホ通知は消したい協会
2021/6/4 Abema ABEMAヒルズ 最強対決再び!藤井⼆冠 独占取材
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マンガ図書館Z GANMO



マスター タイトルの書式設定クリエイターを守る活動

15

【⽇本漫画家協会理事として】
⽂芸美術国⺠健康保険による
健康診断受診を促進
あまり知られていなかった⽂芸美術国⺠保険の存在を周知し、
⾃費で⾼額な健康診断を受けざるを得なかったクリエイターの
健康診断受信率向上に貢献。

【マンガ図書館Zの事業】
病気等で活動が困難になったクリエイ
ターを「クラウドFANディング」で⽀援
フリーランスの⽴場がほとんどであるクリエイターは、病気や怪我
で活動ができなかったときに補償がない。そのため、マンガ図書
館Zが主体となって、活動が困難になったり⾼額な治療費が
必要になったクリエイターに、クラウドファンディングでサポートす
る取り組みを実施。

▲ガンを患った少⼥漫画家のくりた陸先⽣を⽀援した事例



マスター タイトルの書式設定コンテンツ×デジタルの第⼀⼈者

16

メンバー専用 English日本語

漫画の画像処理

RESEARCH THEMES

認識・最適化技術
マルチメディアライフロ

グ: foodlog
3次元・天球映像による街

中映像処理
漫画の画像処理

知覚・マルチモーダル処理
機械学習・パターン認識の

新領域開拓
実世界応用

■スクリーントーン除去と線画化
漫画の表現技法であるスクリーントーンは，表現の幅を広げる一方，彩色などの画像処理に
おいては不要であることが多い．そこで，スクリーントーンを除去し，線画を取り出す研究
を行っている．

© 黒沢哲哉・正木秀尚

スクリーントーン除去 

■漫画オブジェクトの自動検出
漫画オブジェクト（キャラクタ・コマ・テキスト）の自動検出の研究を行っている．キャラ
クタ検出は検索に，コマ検出はリターゲティングに，テキスト検出はOCRと機械翻訳との
組み合わせによる翻訳版の作成やセリフ検索に利用できる．

漫画オブジェクトの自動検出 

■Manga109
漫画のメディア処理の学術研究使用のために大規模漫画データセット，Manga109 を構築
した．セリフやコマ，キャラクタのメタデータを付与することで，機械学習の教師データな
どに利用することが可能となった．

Manga109とメタデータ 

ホーム
home

研究室について
about

研究紹介
researchresearch

発表文献
publications

メンバー紹介
people

リンク
links

連絡先
contact

相澤・山肩・松井研究室

東京大学　大学院情報理工学系研究科電子情報学専攻　大学院情報学環学際情報学府

東京⼤学⼤学院の漫画の吹き出しの⾃動
認識およびAI⾃動翻訳の研究に素材を提
供。

3Dモデリングの技術を利⽤し、漫画作品の背景を作成。
よりリアルで複雑な背景を作成することで、物語の世界観に深み
を与える。

⾼2の頃に作ったPC-8801⽤
ゲーム「PALADIN」は、
BOTHTEC社から全国発売。



マスター タイトルの書式設定マンガを⽣かした被災地⽀援チャリティ活動
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• 2012年3⽉25⽇（⽇）

ふくしま再興祭り（現地）

• 2016年7⽉16⽇（⼟）

くまモンがんばれ絵サイン会（現

地）

• 2021年10⽉ 熱海⼟⽯流災害

（イラスト⾊紙の売り上げを寄付）



マスター タイトルの書式設定

これまでの表現の⾃由を守る活動
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マスター タイトルの書式設定
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複雑化・多様化する表現の⾃由を巡る問題

〜2010 2010〜2020 2021〜

政治

児童ポルノ禁⽌法制定
都道府県⻘少年保護条例⾮

実在⻘少年
ストックホルム会議
⼥⼦差別撤廃条約
男⼥共同参画基本計画

TPP著作権⾮親告罪化
DL違法化

児童ポルノ禁⽌法改正
⼥⼦差別撤廃委員会⾒解

表現の不⾃由展
デジタルプラットフォーマー規制

⾹川ゲーム規制
有害図書指定問題

TikTok

デジタルプラットフォーマー規制
プロバイダ責任制限法改正

デジタル著作権
コスプレ

新型コロナ対策
第5次男⼥共同参画計画
表現の不⾃由展

⼤阪府「表現ガイドライン」
温泉むすめ

裁判
有害図書包括指定

松⽂館
メイプルソープ

CG児童ポルノ
ろくでなし⼦

同⼈誌違法サイト
ビデ倫

すずらん写真RT
Winny事件

海賊版（漫画村）
映画「宮本から君へ」
ゲーム規制

⺠間 宮崎勤事件
有害コミック騒動

宇崎ちゃん献⾎ポスター
アクタージュ

GAFA対策
クレジットカード規制
キャンセルカルチャー



マスター タイトルの書式設定私たちの⽣活に直結する事件の数々
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TPPによる
著作権⾮親告罪化

静⽌画DL違法化

児ポ法改正

デジタルプラット
フォーマー独占
コロナ禍による
エンタメの危機
外圧と

男⼥共同参画
海賊版対策
（漫画村等）

ゲーム障害

安⼼な⼆次創作ができなくなり、コミケ消滅の危機。

スクショすら違法になり、全国⺠のネット⽣活に⽀障の可能性。

クリエーターのエコシステムが破壊され、新しい作品が⽣み出されない世界に。

本質から外れた根拠なき規制で、現在苦しんでいる⼈が救われない。
本当に必要な調査研究を阻害。

コミケ、ライブ、テーマパークなど、全てのイベント型エンタメ消滅の危機。

⾮実在児童ポルノ規制により、クリエイターの創作活動が萎縮するおそれ。

⾃主規制、アカBAN、決済拒否などによる、コンテンツ流通の危機。
我が⼦の海⽔浴写真の所持ですら、摘発される可能性。

エロ・グロ・暴⼒表現の排除により、⾃由な創作活動に⽀障が出る可能性。
⾏政による法令によらない表現規制。

匿名表現の⾃由 全ての表現活動で本名が義務付けられ、⾃由な表現ができないおそれ。
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表現の⾃由を
巡る事件 ⾚松健の動き ⼭⽥太郎の動き

2012 著作隣接権を巡る攻防
同⼈マーク発案 参院選繰り上げ当選

2013 児ポ法改正案

2014 TPP著作権
⾮親告罪化 MANGA議連設⽴に尽⼒ ⽢利TPP担当⼤⾂への質疑、⾮親告罪化を⼀律に課さないとの

⾔質を取る

2015 ブキッキオ発⾔ 内閣官房・次世代知財システム検討委員会委員
⽂化庁・⽂化審議会に参加

宮沢経済産業⼤⾂への質疑、
⾮親告罪化が同⼈⽂化に影響なしではないことを確認

安倍総理の答弁、権利保護と利⽤促進のバランスを取るとの⾔質を取る

2016 有害図書指定
漫画村開設 ⽇本漫画家協会著作権部責任者就任

表現の⾃由を守る会設⽴
有害図書指定議論を無効化

電⼦メールは通信の秘密に当たることを確認
岩城法務⼤⾂への質疑、実在しない⼈物の創作物は

⼈権侵害に当たらないとの⾔質を取る

2017

2018 ⽇本漫画家協会常務理事就任 TPP、著作権の⾮親告罪化を
海賊版のみ限定に成功

2019
スクショ違法化

表現の不⾃由展
WHO ICD-11

ブロッキングに対する反対声明発表
表現の不⾃由展中⽌を受け声明発表

2020
⾹川ゲーム規制

コインハイブ
誹謗中傷問題

発信者情報開⽰

海賊版への対応提⾔を⾸相官邸に提出
参議院⽂教科学委員会参考⼈質疑に登壇
ダウンロード違法化を漫画を含めた全著作物に広げた

著作権法改正、「⼆次創作・パロディ」のダウンロードや
「軽微なもの」のダウンロードを違法化対象から除外

2021 漫画村実刑
ABJマーク監査委員会委員
デジタルアーカイブ学会評議員
表現の⾃由を守る会最⾼顧問就任

⾃⺠党PT提⾔提出、
匿名表現の⾃由を守る

児ポ法改正を巡る闘い
★⾚松健と⼭⽥太郎が出会う

⾮親告罪化（TPP）

有害図書指定議論

海賊版との闘い
ブロッキング反対
スクショ違法化阻⽌
著作権法改正

コロナ禍でのイベント⽀援
知的財産戦略調査会 ゲーム障害 フリーランス保護
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l 危機的な状況にあった著作権⾮親告罪化の対象が海賊版のみとな
り、⼆次創作やコミケが守られた

2014年6⽉9⽇

2015年3⽉19⽇

2015年8⽉10⽇

2015年10⽉21⽇

2016年3⽉16⽇

参議院
予算委員会質疑

参議院
予算委員会質疑

参議院
予算委員会質疑

MANGA議連

政府の著作権法
改正案

TPP交渉が本格化。下村⽂科⼤⾂（当時）や⽢利TPP担
当⼤⾂（当時）などに質疑を⾏う。

TPP交渉が本格化。⼭⽥太郎、下村⽂科⼤⾂（当時）や
⽢利TPP担当⼤⾂（当時）などに質疑を⾏う。

宮沢経産⼤⾂（当時）への質疑で「著作権は全て⾮親告
罪化」へ進んでいることが明らかに。

⾚松健の尽⼒によりMANGA議連発⾜。
⾚松健、⼭⽥太郎をMANGA議連に勧誘。2014年11⽉ MANGA議連

馳⽂科⼤⾂（当時）から「⼆次創作、マンガ・アニメ・ゲーム
に影響が出ないように」と直接の指⽰を引き出す。

政府から著作権法の改正案が提⽰。「原則親告罪のまま、
例外的に⾮親告罪化する」へと180度転換。
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マスター タイトルの書式設定静⽌画DL違法化問題の流れ
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2⽉8⽇ ⾚松健が中⼼となり漫画家や有識者が院内集会を開き懸念を表明

2⽉27⽇ ⽇本漫画家協会が正式に声明を発表

3⽉6⽇ ⾚松健が⾃⺠党知財調査委員会にて有識者として反対を表明

3⽉13⽇ ダウンロード違法化の法案が正式⾒送りに

7⽉ ⼭⽥太郎参院選当選
9⽉25⽇ ⽇本漫画家協会と出版広報センターが共同声明①を発表

11⽉27⽇ 著作権法案検討に係る有識者検討会スタート（⾚松健委員として参加）

1⽉29⽇ ⾃⺠党デジタル⼩委員会（⼭⽥太郎事務局⻑）が提⾔取りまとめ

2⽉4⽇ ⽇本漫画家協会と出版広報センターが共同声明②を発表

5⽉26⽇

6⽉2⽇

6⽉5⽇

衆議院本会議で全会⼀位で可決

⾚松健、参議院⽂教科学委員会にて参考⼈質疑

参院本会議でも全会⼀致で可決、成⽴

２
０
１
９
年

２
０
２
０
年
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ゲーム障害
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ICD-11



マスター タイトルの書式設定ゲーム依存症パンフレット
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• ⽂部科学省は⾼校⽣に配布予定の【⾏動嗜癖】パンフレットに無根拠なゲーム障害の記述。
⽂科省に強く抗議
→パンフレットの内容を是正。無根拠なゲーム障害やゲーム依存症の記述を削除。

• 厚労省に「ICD-11」においてゲーム依存症の和訳をはじめとする扱いを確認
→ICD-11の和訳は、社会保障審議会疾病、障害及び死因分類専⾨委員会において
和訳案を検討しているところであり、確定している⽇本語訳はない

（⽂科省担当者からのメール）

変更
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� 内閣委員会
-内閣の重要政策及び警察等に関する調査（2021/03/16）
Ø ⼦どもの死の把握と原因究明、再発防⽌について
Ø 児童虐待について
Ø 防災情報について
Ø ゲーム・ネット・スマホ依存について
→加藤勝信官房⻑官、河野太郎⾏政改⾰担当⼤⾂、⾚澤亮正内閣府副⼤⾂他

ネット依存、スマホ依存という⽤語について、
それぞれ省庁さんで定義があるのかどうか教えてください。

ゲーム依存については、ＩＣＤ11の中に⼀応位置付けはありますが、
いずれにしてもネット依存、スマホ依存につきまして、現時点でこれを個別に定義する知⾒は私ども承知し

ていないところでございます。（厚労省）

ゲーム、ネット、スマホ依存についての科学的根拠のある治療法、
予防法というのはあるのかどうか、この辺りも教えてください。

ゲーム依存、ネット依存、スマホ依存について、現時点で治療、予防に関する確⽴した科学的根拠、科
学的知⾒は承知しておりません。（厚労省）

根拠もないのにゲーム・ネット・スマホを規制すればいいというのは論外︕
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⼤阪⼤学の井出草平先⽣をオーガナイザーに迎え、
ゲーム障害についての勉強会を開催。

Ø12⽉23⽇（⽊）から毎⽉１回開催
Øゲーム障害とゲーム障害を取り巻く関係分野の専⾨家を招き、
Øアーカイブ動画を広く⼀般に公開（予定）

ゲーム障害勉強会
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スマホ・ゲーム依存症調査

⽇本経済新聞（2018年9⽉1
⽇）「厚⽣労働省研究班（代表
尾崎⿃取⼤教授）の調査で交流
サイト（SNS)やオンラインゲームな
どに没頭するインターネット依存の
疑いがある中⾼⽣は約93万⼈
（2017年度）とされ、2012年度
（約52万⼈）と⽐較して倍増して
いる。

（５と８は殆どの⼈が当てはまる）

１．⽇経新聞のインターネット依存の疑い93万⼈報道



マスター タイトルの書式設定

34

ネット・ゲーム依存調査

・ 過去 12 ヶ⽉間に、「ゲームを⽌めなければいけない時に、しばしばゲームを⽌められ ませんでした
か。」という質問に「はい」と答えた割合は、ゲーム使⽤時間が「60 分未満」 では 21.9％、「１時間以上
２時間未満」では 28.5％、「２時間以上３時間未満」では 32.7％、 「３時間以上４時間未満」では
34.7％、「４時間以上５時間未満」では 43.3％、「５時間 以上６時間未満」では 37.4％、「６時間
以上」では 45.5％であり、ゲーム時間が⻑くなるにしたがって多くなる傾向が⾒られた。

・ 「ゲームのために、スポーツ、趣味、友達や親せきと会うなどといった⼤切な活動に 対する興味が著しく
下がったと思いますか。」という質問に「はい」と答えた割合は、「60 分未満」では 2.9％、「１時間以上２
時間未満」では 6.9％、「２時間以上３時間未満」で は 11.1％、「３時間以上４時間未満」では
10.0％、「４時間以上５時間未満」では 22.4％、 「５時間以上６時間未満」では 20.3％、「６時間
以上」では 28.9％であった。

・ 「ゲームのために、学業に悪影響がでたり、仕事を危うくしたり失ったりしても、ゲ ームを続けました
か。」という質問に「はい」と答えた割合は、「60 分未満」では 1.7％、 「１時間以上２時間未満」では
5.8％、「２時間以上３時間未満」では 10.0％、「３時間 以上４時間未満」では 12.4％、「４時間
以上５時間未満」では 19.4％、「５時間以上６時 間未満」では 22.0％、「６時間以上」では
24.8％であった。（当然の結果）

２．久⾥浜医療センターの調査

「ネット・ゲーム使⽤と⽣活習慣についてのアンケート結果」（2019年11⽉27⽇厚労省補助
事業）では、2019年1⽉〜3⽉に10歳〜29歳の男⼥5000⼈にアンケート調査。
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ネット・ゲーム依存調査

・ 「ゲームが腰痛、⽬の痛み、頭痛、関節や筋⾁痛などといった体の問題を引き起こし ていても、ゲームを
続けましたか。」という質問に「はい」と答えた割合は、「60 分未満」 では 4.3％、「１時間以上２時間未
満」では 7.4％、「２時間以上３時間未満」では 15.2％、 「３時間以上４時間未満」では 20.3％、「４
時間以上５時間未満」では 24.6％、「５時間 以上６時間未満」では 25.2％、「６時間以上」では
40.5％であった。

・「ゲームにより、睡眠障害（朝起きれない、眠れないなど）や憂うつ、不安などといった ⼼の問題が起きて
いても、ゲームを続けましたか。」という質問に「はい」と答えた割合 は、「60 分未満」では 2.4％、「１時間
以上２時間未満」では 5.8％、「２時間以上３時間 未満」では 9.7％、「３時間以上４時間未満」では
16.6％、「４時間以上５時間未満」で は 19.4％、「５時間以上６時間未満」では 17.9％、「６時間以
上」では 37.2%であった。

・ 過去 12 ヶ⽉間にゲームのために起きたこと（複数選択可）について、「学業成績の低 下や仕事のパ
フォーマンスの低下」があったと答えた割合は、ゲーム使⽤時間が「60 分 未満」では 5.0％、「１時間以上
２時間未満」では 11.9％、「２時間以上３時間未満」で は 20.4％、「３時間以上４時間未満」では
20.3％、「４時間以上５時間未満」では 22.4％、 「５時間以上６時間未満」では 23.6％、「６時間以
上」では 29.8％であり、ゲーム時間 が⻑くなるにしたがって多くなる傾向が⾒られた。（当然の結果）

・ 同様に、「昼夜逆転またはその傾向（過去 12 ヶ⽉で 30 ⽇以上）」があったと答えた割 合は、「60 
分未満」では 2.3％、「１時間以上２時間未満」では 5.0％、「２時間以上３時 間未満」では 11.0％、
「３時間以上４時間未満」では 16.1％、「４時間以上５時間未満」 では 19.4％、「５時間以上６時間
未満」では 29.3％、「６時間以上」では 50.4％であっ た。 （当然の結果）
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「⻘少年インターネット環境の整備等に関する検討会 報告書」について

※「ゲーム障害」に関する記述部分削除
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マスター タイトルの書式設定コロナ禍イベント⽀援のため各関係者にヒアリング①
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2021年4⽉2４⽇、緊急事態宣⾔を受け各種イベントが中⽌や延期
に。
カバーされない外部関係者への補償や費⽤の調査のため、関係者に
ヒアリング開始。⽀援策の改善点や、要望などを伺い、提⾔として
まとめ政府に要請。
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39

Ø ヒアリングスケジュール
n 4⽉26⽇(⽉) ねこのしっぽ社 内⽥さん（印刷会社）
n 4⽉26⽇(⽉) ⾚ブーブー通信社 ⾚桐さん
n 4⽉27⽇(⽕) MAY.JOYさん（⼩規模イベント）
n 4⽉27⽇(⽕) 同⼈作家 有⾺啓太郎さん
n 4⽉27⽇(⽕) COMIC１ 池上さん、北條さん
n 4⽉28⽇(⽔) ネルケプランニングさん
n 4⽉30⽇(⾦) 緒⽅恵美さん（声優・イベント会社代表）
n 4⽉30⽇(⾦) 福井健策先⽣（弁護⼠）
n 5⽉11⽇(⽕) コミックマーケット 準備会
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ヒアリングした⽀援策（ヒアリング時）

補助⾦

給付⾦

融資

• ARTS for the future!
• J-LODlive、J-LODlive2
• 感染拡⼤予防・活動⽀援環境整備事業
• 事業再構築補助⾦
• 持続化補助⾦
• IT導⼊補助⾦
• ものづくり補助⾦
• Go Toイベント

• ⼀時⽀援⾦
• ⽉次⽀援⾦
• 雇⽤調整助成⾦
• 住居確保給付⾦
• 持続化給付⾦
• 家賃⽀援給付⾦

• 資⾦繰り⽀援
• 補助⾦対応POファイナンスサービス
• 緊急⼩⼝融資
• 総合⽀援資⾦
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l 4⽉28⽇(⽔) 22:00~さんちゃんねるにて⾚松先⽣と緊急特集

Ø コロナ禍における経済⽀援（4⽉26⽇開催、
経済成⻑戦略本部での発⾔）
l エビデンスを⽰す
l 無責任で場当たりな対応を⽌める
l 分かりやすいクリアなメッセージを

Ø ヒアリング内容についてご報告
同⼈誌即売会などに精通している⾚松先⽣同席
の元、ヒアリングを進め、現場の⽅の本⾳を拾
い上げていった
政府と現場の要望がマッチしていない
申請が煩雑・条件が厳しすぎる
事業規模に対して⽀援⾦額が⾜りない
着⾦まで時間がかかる
個⼈事業が対象外
そもそも⽀援があることを知らなかった

等
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l 意⾒を取りまとめてリスト化し、関係各所と⽀援策の改善を検討

Ø 5⽉6⽇(⽊)
⽂化⽴国調査会事務局⻑橘慶⼀郎議員と連
携し⽂化庁と下打ち合わせ

Ø 5⽉7⽇(⾦)
⽂化庁、経済産業省、新型コロナウイルス
感染症対策推進室と合同打ち合わせ
省庁を越えて集まることで、縦割りではで
きない情報共有と、今後の連携をすり合わ
せ。
各部署の責任を明確にし、どこが何をする
か道筋を⽴てた。

Ø 5⽉10⽇(⽉)
内閣総理⼤⾂補佐官に⾯会
早急に必要な対策をダイレクトに政府へ。
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2021年5⽉10⽇、政府に提⾔書を提出

1 
 

イベント型エンターテイメント産業に対するコロナ対策への提⾔ 
 

2021 年 5 ⽉ 10 ⽇ 
参議院議員 ⼭⽥太郎 

 
１， 開催制限や⼈流抑制はエビデンスベースで⾏う 

「感染者を出していないにもかかわらず、⼈流抑制のために突然活動を０にされた」「こちらはお
客さんを⼊れて駄⽬なのに、飲⾷店は⼊れてよいことを恣意的に感じる」「「⼈流抑制」が⽿に聞こえ
がいいから利⽤していると関係者は理解している。受け⼊れ難い」「ステージがあがったのは、⾏政
と医療産業が上⼿く連携できず病床がひっ迫したことが原因であり、そのつけをその他の産業に押し
付けられるのは困る」などイベント型エンターテイメント産業関係者からの政府のコロナ対策に対す
る評価は⾮常に厳しい。そもそも、産業を社会⽣活に必要なものとそうでないものとに分けること
は、⼈々の分断を⽣むものであり、ナンセンスである。⼀⽅、エビデンスによる制限であれば、賛同
はできずとも、多くの国⺠が受け⼊れるだろう。そこで以下を提⾔したい。 

・エビデンスベースでの開催制限とする 
・参加者数に対する感染率の⾼いものは制限を厳格化し、低いものは緩和・解除する 
・劇場が閉じた事による⼈流抑制の効果の有無・程度も公表する 
 

２， 補助⾦ではなく損失補償へ移⾏する、移⾏までの間は補助⾦等をラフジャスティスで⽀払う 
これまでは政府が損失補償を嫌い、補助⾦を乱⽴させたのではないか。補助⾦制度は、申請する側

も審査する側も現場の負担が⼤きく、給付が遅れに遅れているのが現状である。そもそも、補助⾦
は、経費補助であり、対象経費の⽀出をしなければならない。その結果、やりたくないことを余儀な
くされる場合も少なくない。例えば、補助⾦の条件を満たすための映像作製等、作りたくないものを
作る結果にもなる。そんな不幸なことを表現者にさせてはならない。そこで、早急に、被った損失に
応じた補償に舵を切るべきである。また、補償への移⾏までの間は、今ある⽀援制度の内容と規模を
拡充させる必要がある。特に、イベント型エンターテイメント産業においては、緊急事態宣⾔やまん
延防⽌等重点措置、経過措置の期間だけでなく、それらの期間外においても、厳しい開催制限が定め
られまったく収益が⾒込めない状況である。そのため、⽀援の充実が急務である。例えば、宣⾔や措
置の対象外の都道府県であっても、収容定員1万⼈以上の場合、収容できるのは最⼤50％であり、イ
ベントの主催者は倍の会場費を⽀払わなければならないことになる。この業界では、70%以上の観客
を⼊れなければ⿊字にならないが、宣⾔や措置が終わった後でも50%までしか観客を⼊れられないと
いう現状は、開催を中⽌するか、⾚字で開催するか、いずれにせよ業界⾃体の存続が危ぶまれる事態
である。そこで、会場費の半額を国が⽀援し、⾚字にならずにイベントを開催できる制度を早急に整
備すべきである（またはエビデンスベースで⼈数上限を撤廃するのでもいい） 

フランスのアンテルミタン・デュ・スペクタクルでは、アーティストに対し、仕事がない時に必最
低限の失業⼿当を払っている。これはコロナ渦以前からの⽀援である。⽶国ではアーティストに対す
る公的資⾦の⽀出はないが、税制優遇措置に⽀えられた寄付⽂化が存在し、⽂化芸術分野への寄付額
は優に1兆円を超えている。⽇本もエンターテイメント産業を本気で守る気合を⾒せる必要がある。 

イベント型エンターテインメント産業に対する
コロナ対策への提⾔

1. 開催制限や⼈流抑制はエビデンスベースで⾏う
Ø エビデンスベースでの開催制限とする
Ø 参加者数に対する感染率の⾼いものは制限を厳格化

し、低いものは緩和・解除する
Ø 劇場が閉じた事による⼈流抑制の効果の有無・程度も

公表する

2. 補助⾦ではなく損失補償へ移⾏する、移⾏までの間
は補助⾦等をラフジャスティスで⽀払う
Ø 補助⾦ではなく、損失額に応じた補償に移⾏する
Ø 移⾏までの間は、今ある⽀援制度の内容と規模を拡充
させる（特に会場費の半額⽀援を制度化）

Ø 補助⾦等はラフジャスティスで⽀払う

3. Withコロナ渦での中⻑期的な戦略を⽴てる
Ø ライブ配信を⾼画像⾼⾳質（8KとDolby Atmos

等）で収録できる体制を整える
Ø 外国曲のシンクロ権の問題を解決する取組みを進める
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「ご当地Vtuber⼾定梨⾹」を啓発動画に採⽤したことに対する抗議ならびに公開質問状
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表現の⾃由を守る会フォーラム

国連⼥⼦差別撤廃委員会の勧告（2016
年）は、⽇本政府に対して「固定観念と有害
な慣⾏」として「メディアが、性的対象と⾒なす
ことを含め、⼥性や⼥児について固定観念に
沿った描写を頻繁に⾏なっていること」に懸念
を表明しています。
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温泉むすめをめぐる指摘

温泉むすめの2021年11⽉15⽇時点の上記のキャラクター及びその設定については、
・ スカートめくりキャラである
・ 夜這いを期待している
・ ⾁感がありセクシーとされている
・ ワインを飲む中学⽣としている
・ 癒しの看護キャラである
・ セクシーな⼤⼈の⼥性に憧れる中学⽣としている
等の理由から、性差別で性搾取であるという指摘があった。

出典︓温泉むすめ公式サイト

https://onsen-musume.jp/character/
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温泉むすめと観光庁の関わり
■ 温泉むすめと観光庁の関わり
・ 後援名義の許可を出しているだけである。
・ 補助⾦の⽀出は⾏っていない。
・ コラボレーションイベント等も⾏っていない。

■ 観光庁の温泉むすめに対する後援名義の許可（2019年から3回⾏っている）
※ 許可は年度単位（4⽉1⽇〜3⽉31⽇まで）

・ 2019年度 … 4⽉2⽇に後援名義申請がなされ、6⽉21⽇に許可。
・ 2020年度 … 2⽉10⽇に後援名義申請がなされ、3⽉2⽇に許可。
・ 2021年度 … 1⽉27⽇に後援名義申請がなされ、2⽉8⽇に許可。

■ 観光庁が温泉むすめに後援名義の許可を出した理由等
・ 後援名義の許可申請書が提出され、その内容に問題がなかったから。
※ 審査は案件ごとに個別になされ、統⼀的なガイドライン等はない。

・ 許可の際は、申請書の記載内容を審査するだけであり、コンテンツ内容までは審査していない。
・ 後援名義の許可の条件としては、⾏事等に当たって観光庁の職員の⽴ち⼊りを認めること等。
・ 許可の取り消し条件としては、申請内容と著しく異なること、観光庁の信⽤を傷つけたこと、
観光庁の職員の⽴ち⼊りを拒んだこと等。

・ 事業実施後の報告義務も有り。
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観光庁︓後援名義の許可申請書

48

（記載要領等）

１．押印は不要。

２．添付すべき書類は次のとおり。
※添付すべき書類
◆ ⾏事等の内容を⽰す企画書、実施要領等
◆ 観光庁の後援等を必要とする理由
◆ 収⽀予算書
◆ 申請団体の活動を記した定款、寄付⾏為、
その他団体の会則、規約等の書類
◆ 申請団体の役員名簿
◆ 観光庁⻑官賞の授賞がある場合はその審査
を⾏う審査員名簿、賞状の⽂案
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⼤阪府︓男⼥共同参画社会の実現をめざす表現ガイドライン

出典︓⼤阪府 「男⼥共同参画社会の実現をめざす表現ガイドライン」6⾴

https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/29145/00387499/guideline.pdf
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出典︓内閣府男⼥共同参画局
「男⼥共同参画の視点からの
公的広報の⼿引」6⾴

⽕災予防週間
〜気を付けて︕⽕の始末〜

内容と無関係に、⼥性の⽔
着姿や、⾝体の⼀部などを
使うと、「性的側⾯を強調し
ている」と受け取られるおそれ
があります。しかも、本来の
伝えたい内容が不明確な広
報になっています。

⽕災予防週間
〜気を付けて︕⽕の始末〜

そうかといって、無難な表現
で済ませてしまうと、印象に
は残らず、広報効果が⼗分
あるとはいえません。もっと豊
かな発想で表現したいところ
です。

⽕災予防週間
〜⽕事になってから禁煙するのですか〜

安易なアイキャッチャーに頼る
ことをやめると、「訴求内容は
何か、訴求対象は誰か」とい
う原点に⽴ち戻って効果的な
広報表現を⼯夫する努⼒が
必要になります。

①

②

③

https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/012/720/kouhoutebiki.pdf
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2000年12⽉ 『第1次男⼥共同参画基本計画』（9⑵）
性別に基づく固定観念にとらわれない､男⼥の多様なイメージを社会に浸透させるため､まず国の⾏政機関
⾃らが､男⼥の描写⽅法に関するガイドラインを策定するなど率先して取組を⾏う｡他の機関や⺠間のメディア
においても⾃主的な取組が促進されるようガイドラインを広く周知する｡

2003年 3⽉ 『男⼥共同参画の視点からの公的広報の⼿引』（2006年に政府HPから削除）

2005年12⽉ 『第2次男⼥共同参画基本計画』（101⾴）
「男⼥共同参画の視点からの公的広報の⼿引」を地⽅公共団体、⺠間のメディア等に広く周知し、
⾃主的取組を奨励する。

2008年 3⽉ ⼤阪府『男⼥共同参画社会の実現を⽬指す表現の⼿引き』

2010年12⽉ 『第3次男⼥共同参画基本計画』（第13分野2）
国の⾏政機関の作成する広報・出版物等における男⼥共同参画の視点に⽴った表現の促進
⾏政機関の実務担当者が、男⼥共同参画の趣旨を正しく理解し、男⼥共同参画の視点に⽴って適切な
広報活動を⾏うことを促進する。

2015年12⽉ 『第4次男⼥共同参画基本計画』（97〜98⾴）
特に男性や若者世代を対象とした固定的性別役割分担意識の解消のための広報・啓発
男⼥共同参画の意義についての理解の促進及び固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏⾒の解消
を進める。
男性､⼦供､若年層等を含め､男⼥共同参画が必要であることをあらゆる⼈が共感できるよう､地域に根ざした
⾝近な情報発信を推進する。

2020年12⽉ 『第5次男⼥共同参画基本計画』（115〜116⾴）
固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏⾒の解消に資する、また、固定観念や無意識の思い込み
（アンコンシャス・バイアス）を⽣じさせない取組に関する情報収集を⾏うとともに、啓発⼿法等を検討し、情報
発信を⾏う。

2021年 3⽉ ⼤阪府『男⼥共同参画社会の実現をめざす表現ガイドライン』

https://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/1st/2-9h.html
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/012/720/kouhoutebiki.pdf
https://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/2nd/pdf/2-09.pdf
https://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/3rd/pdf/3-16.pdf
https://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/4th/pdf/2-10.pdf
https://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/5th/pdf/2-10.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/danjo/danjo/hyougen.html
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男⼥共同参画基本計画とは

男⼥が対等な構成員としてあらゆる分野で活動できる社会の実現に向け、
５年ごとに⽬標などを定める政府の計画（閣議決定される）

第1次男⼥共同参画基本計画（2000年12⽉12⽇閣議決定）

第2次男⼥共同参画基本計画（2005年12⽉27⽇閣議決定）

第3次男⼥共同参画基本計画（2010年12⽉17⽇閣議決定）

第4次男⼥共同参画基本計画（2015年12⽉25⽇閣議決定）

第5次男⼥共同参画基本計画（2020年12⽉25⽇閣議決定）
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第5分野 ⼥性に対するあらゆる暴⼒の根絶

修正前

修正後
（2020年12⽉25⽇

閣議決定）

あくまでも違法な表現を防⽌する
ことが⽬的であることを確認
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第10分野 教育・メディア等を通じた男⼥双⽅の意識改⾰、理解の促進

修正前

修正後
（2020年12⽉25⽇

閣議決定）

社会法益保護⽬的ではなくなく、
個⼈法益保護⽬的であることを確認
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⼥⼦差別撤廃委員会による勧告（懸念の表明・取組みの要請）
⼥⼦差別撤廃委員会とは
＜設⽴＞
・ ⼥⼦差別撤廃条約の実施に関する進捗状況を検討するため同条約第17条に基づき設置
・ ⼥⼦差別撤廃条約は1979年の国連総会において採択、1981年発効、⽇本は1985年に締結。
＜機能＞
・ 毎年会合を開き、締約国が提出する報告を検討すること
・ 委員会の活動を経済社会理事会を通じて国連総会に報告すること
・ 締約国から得た情報及び情報の検討に基づく提案及び⼀般的な性格を有する勧告を⾏うこと
＜構成＞
・ 締約国により選ばれた、徳望が⾼くかつ同条約の対象とされる分野において⼗分な能⼒を有する
23⼈の個⼈資格の専⾨家により構成
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⼥⼦差別撤廃委員会 「⽇本の第7回及び第8回合同定期報告に関する最終⾒解」 2016年3⽉7⽇
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⼥⼦差別撤廃委員会 「⽇本の第7回及び第8回合同定期報告に関する最終⾒解」 2016年3⽉7⽇
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1990年 ⼥⼦差別撤廃委員会による⼀般勧告第14号 ⼥性性器の切除（第９回会期、1990 年）
「メディアや芸術を含むあらゆるレベルにおいて、政治家、職業専⾨家、宗教、及び共同体のリーダーに対し、
⼥性性器の切除の根絶に対する態度に影響を及ぼすよう協⼒するよう促すこと」を勧告（7⾴）

1992年 ⼥⼦差別撤廃委員会による⼀般勧告第19号 ⼥性に対する暴⼒（第11回会期、1992年）
「メディアが、⼥性を尊重し、⼥性の尊重を促進するように確保するための効果的措置がとられるべきである」と勧告
（13⾴）

1996年 国連婦⼈の地位委員会で採択された合意結論
4. 「⾏動綱領」は、メディアによる⾃主規制の仕組みが奨励されるべきであり、ジェンダーに基づく偏向を持つ番組
編成を排除して固定観念にとらわれない⼥性像の描写とバランスのとれた多様な男⼥描写を促進するために、
表現の⾃由に⽭盾しない範囲で、職業上の指針並びに倫理綱領及びその他の形の⾃主規制の開発をその中に
含めるべきである、と述べている。

2009年 8⽉ ⼥⼦差別撤廃委員会の最終⾒解（仮訳）（2009年8⽉）
29.…委員会は，固定的性別役割分担意識にとらわれた姿勢が特にメディアに浸透しており，固定的性別役割
分担意識に沿った男⼥の描写が頻繁に⾏われていることやポルノがメディアでますます浸透していることを懸念する。
過剰な⼥性の性的描写は，⼥性を性的対象とみなす既存の固定観念を強化し，⼥児たちの⾃尊⼼を低下させ
続けている。委員会は，公務員による性差別的な発⾔が頻繁に起きていること及び⼥性に対する⾔葉の暴⼒を
防⽌し処罰する措置が講じられていないことに懸念を表明する
30.委員会は，意識啓発及び教育キャンペーンを通して，男⼥の役割と責任に関する固定的性別役割分担
意識にとらわれた態度を解消するための努⼒を⼀層強化し，積極的かつ持続的な対策を取ることを締約国に
要請する。委員会は，条約第5条で求められているように，締約国がマスメディアに，男⼥それぞれにふさわしいと
みなされている役割や任務について社会的な変化を促進させるよう働きかけることを勧告する。…委員会はまた，
メディアや広告におけるわいせつ⽂書等に⽴ち向かうための戦略を強化し，その実施状況の結果を次回報告に
盛り込むことを締約国に要請する。委員会は，⾃主規制の実施や採⽤の奨励等を通して，メディアの作品や
報道に差別がなく，⼥児や⼥性のポジティブなイメージを促進することを確保し，また，メディア界の経営者や
その他の業界関係者の間での啓発を促進するための積極的な措置を取ることを締約国に要請する。

※ 「⼀般勧告」とは、⼥⼦差別撤廃条約の実施状況を監督する⼥⼦差別撤廃委員会が全締約国に向けて取組を求める⽂書。

https://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/pdf/kankoku1-25.pdf
https://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/pdf/kankoku1-25.pdf
https://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_csw/1.html
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h25/zentai/html/shisaku/ss_shiryo_3.html
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国際約束上の児童ポルノの定義に関する質問主意書

⼆〇⼀六年三⽉、児童買春や児童ポルノについて、国連⼥⼦差別撤廃委員会により対⽇勧告が⾏わ
れ、国連特別報告者が国連⼈権理事会に報告を提出する⾒込みとなっている。
これらを控え、国際約束上の児童ポルノの定義と⽇本の負う義務について政府の⽴場を確認するため、
以下質問する。

⼀ ⽇本が締結済みの国際約束のうち、児童ポルノを定義するものは、「児童の売買、児童買春及び児
童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」、「サイバー犯罪に関する条約」の⼆つである
と認識しているが間違いないか。それ以外に存在する場合には、その名称を列挙されたい。

⼆ 前記⼀で回答された児童ポルノを定義する国際約束において、児童ポルノの定義に「実在しない
児童」について描写されたものを含むものは存在するのか、政府の認識を明らかにされたい。

三 ⽇本が締結済みの国際約束における児童ポルノの定義に「実在しない児童」について描写されたもの
が含まれないのであれば、⽇本として、「実在しない児童」について描写されたものについて、児童ポルノ
として制限を課す国際約束上の義務を負っていないと考えるが、政府の⽴場を明らかにされたい。

右質問する。

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/190/syuh/s190067.htm
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参議院議員⼭⽥太郎君提出国際約束上の児童ポルノの定義に関する質問に対する答弁書

⼀について

我が国が締結している国際約束において、御指摘の児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書
（平成⼗七年条約第⼆号。以下「児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書」という。）及びサイバー犯罪に関する条約（平成⼆⼗
四年条約第七号。以下「サイバー犯罪条約」という。）のほかに「児童ポルノ」について定義しているものはないと承知している。

⼆について

お尋ねの「実在しない児童」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書第⼆
条(ｃ)は、「児童ポルノ」とは、現実の若しくは擬似のあからさまな性的な⾏為を⾏う児童のあらゆる表現（⼿段のいかんを問わない。）⼜は主とし
て性的な⽬的のための児童の⾝体の性的な部位のあらゆる表現をいうと定義しており、同条(ｃ)に規定される「児童」は、実在する児童であると解
され、同条(ｃ)に定義される「児童ポルノ」には、およそ実在しない児童を描写したものは含まれないと解される。
⼀⽅、サイバー犯罪条約第九条２ｂは、性的にあからさまな⾏為を⾏う未成年者であると外⾒上認められる者を、同条２ｃは、性的にあからさ
まな⾏為を⾏う未成年者を表現する写実的影像を、それぞれ視覚的に描写するポルノを「児童ポルノ」として定義しており、描写されている児童が実
在するか否かを問わず規制の対象としていることから、サイバー犯罪条約に規定する「児童ポルノ」には、およそ実在しない児童を描写したものを含
むと解される。

三について

お尋ねの「児童ポルノとして制限を課す国際約束上の義務」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、⼆についてで述べたとおり、児
童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書に関して、我が国は、およそ実在しない児童を描写した児童ポルノについて、児童の売買等に
関する児童の権利条約選択議定書に規定する義務を負うものではない。
また、我が国は、サイバー犯罪条約に関して、児童買春、児童ポルノに係る⾏為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律（平成
⼗⼀年法律第五⼗⼆号。以下「児童ポルノ禁⽌法」という。）第七条の犯罪に該当する⾏為以外の⾏為については、サイバー犯罪条約第九条
１ｄ及びｅ並びに２ｂ及びｃの規定を適⽤しない権利を留保している。児童ポルノ禁⽌法における「児童ポルノ」の定義については、児童ポルノ
禁⽌法第⼆条第三項に規定されているところ、先の答弁書（平成⼆⼗七年⼆⽉⼗三⽇内閣参質⼀⼋九第⼀六号）⼀についてで述べたとおり、
およそ実在しない児童を描写したものであれば、この「児童ポルノ」には該当しないと解される。したがって、我が国は、およそ実在しない児童を描写
した児童ポルノについて、サイバー犯罪条約に規定する義務を負うものではない。

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/190/touh/t190067.htm
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2015年10⽉26⽇

2016年1⽉18⽇

2016年2⽉29⽇

2016年3⽉4⽇

2016年3⽉8⽇

国連⼈権理事会特別報告者ブキッキオ⽒による記者会⾒
「⽇本の⼥⼦学⽣の30%が援助交際を⾏なっている」

⼭⽥太郎による参議院予算委員会での質疑
ブキッキオ⽒の発⾔が事実と異なることを指摘

⼭⽥太郎、「国際約束上の児童ポルノの定義に関する質問主意
書」提出

⼭⽥太郎、参議院予算委員会での質疑
マンガやアニメは⼈権侵害に当たらないとの答弁

⼭⽥太郎、「国際約束上の児童ポルノの定義に関する質問主意
書」に対する回答



マスター タイトルの書式設定ブキッキオ⽒発⾔に対する⼭⽥太郎 予算委員会質疑︓2016年1⽉18⽇
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� 予算委員会（2016/03/04）
Ø 国連勧告に対する⽇本の対応
→岩城光英法務⼤⾂ マンガやアニメは⼈権侵害にあたらないと答弁

漫画、アニメ、ゲームなどで実在しない⼈物を
モデルに描いた創作物が⼈権侵害に当たる可能性はあるのか、

これお願いします。

⼀般的に申し上げますと、
⼈権侵害とは特定の⼈の⼈権を

具体的に侵害する⾏為を意味するものであり、
実在の⼈物がモデルとなっていない以上、

描かれること⾃体によって
⼈権を侵害される特定の⼈物は想定できません。
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表現の⾃由を守る会の取り組み

表現規制との闘い

海賊版対策と知的財産保護

創作物のアーカイビング⽀援

エンタメ＆⼆次創作の保護・⽀援

通信の秘密の保護

クリエイターの待遇改善・⽀援
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① 表現規制との闘い
• ⾃主規制問題
• プラットフォーマー規制
• ゲーム規制問題

② 海賊版対策と知的財産保護
• ベトナムなど海外の海賊版の国際執⾏
• コンテンツの流通及び対価還元の促進

③ エンタメ＆⼆次創作の保護・⽀援
• Withコロナでの同⼈誌即売会やコミケの
安全な開催を死守
• 政府の⽀援策改善の働きかけ（J-
LODlive、ARTS for the future!等）

④ クリエイターの待遇改善・⽀援
• 下請け法改正
• インボイス問題

⑤ 通信の秘密の保護
• 誹謗中傷への対策と匿名表現の保護
• 国家権⼒やGAFA等による検閲の阻⽌
• 性被害からの児童の保護と通信の秘密の

バランス
⑥ 創作物のアーカイビング⽀援
• 国⽴国会図書館のデジタル化
• メディア芸術センター

表現の⾃由を守る会の取り組み
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今後のスケジュール（予定）
⽇にち イベント等

12⽉23⽇（⽊） ゲーム障害勉強会［第１回］

12⽉30⽇（⽊） 街宣＠東京ビッグサイト

12⽉31⽇（⾦） コミケ出展
街宣＠東京ビッグサイト
フォーラム＠東京

1⽉10⽇（⽉・祝） おでかけライブin札幌出展
フォーラム＠札幌

1⽉（調整中） ゲーム障害勉強会［第２回］

1⽉30⽇（⽇） おでかけライブin沖縄
フォーラム＠沖縄

2⽉13⽇（⽇） ⼤九州合同祭34 in熊本
フォーラム＠熊本

2⽉20⽇（⽇） COMITIA139
フォーラム＠東京

2⽉（調整中） ゲーム障害勉強会［第３回］

3⽉6⽇（⽇） サンシャインクリエイション
フォーラム＠東京

3⽉21⽇（⽉・祝） HARU COMIC CITY
フォーラム＠東京

⽇にち イベント等

3⽉（調整中） ゲーム障害勉強会［第４回］

3⽉27⽇（⽇） 仙台コミケ
フォーラム＠仙台

4⽉2⽇（⼟） コミックライブin名古屋
フォーラム＠名古屋

4⽉3⽇（⽇） ZERO FESTA（横須賀）
フォーラム＠横須賀

4⽉10⽇（⽇） 広島コミケ
フォーラム＠広島

4⽉（調整中） ゲーム障害勉強会［第５回］

5⽉3⽇（⽕・祝） SUPER COMIC CITY 

5⽉4⽇（⽔・祝） SUPER COMIC CITY
フォーラム＠東京

5⽉29⽇（⽇） COMIC CITY⼤阪
フォーラム＠⼤阪

6⽉5⽇（⽇） 北海道COMITIA
フォーラム＠札幌


