
主催 在日フランス大使館／アンスティチュ・フランセ日本、国立国会図書館
後援 一般社団法人日本書籍出版協会 助成 アンスティチュ・フランセ（パリ本部） 協力 国際フランス出版事務局（BIEF） 配信 日経チャンネル

［お問い合わせ］ 在日フランス大使館グローバル討論部門 dg.debat.contact@institutfrancais.jp

［オンライン申し込み Inscription en ligne］
www.institutfrancais.jp/book/

電子書籍の市場は、日仏両国でまだ黎明期とはいえ、その影響は既に出版界全体に及んでいます。出版業界は、書籍のデジタル化
にどのように適応するのでしょうか？ 出版界はどう変化していくのでしょうか？ 作家は、書籍の形態の変化と、新たな読書の方法をど
のように捉えているのでしょうか？ 著作権はどう変化するのでしょうか？ その中で、図書館はどのような役割を果たしていくのでしょう
か？ 出版界の主要な関係者をはじめとして、知識人と作家が国立国会図書館に一同に会し、日仏フォーラムを開きます。
Si le marché du livre électronique demeure, en France comme au Japon, en phase de démarrage, la nouvelle donne numérique affecte 
d’ores et déjà l’ensemble de la filière livre. Comment la filière s’adapte-t-elle à la nouvelle donne numérique ? Comment les acteurs 
du livre s'adaptent-ils aux mutations en cours ? Quelle évolution des métiers ? Quel regard des auteurs sur la transformation du livre 
comme objet et sur les nouvelles pratiques de lecture ? Quelles transformations du droit d’auteur ? Quel rôle des bibliothèques ? Ces 
enjeux feront l'objet d'une discussion d'une journée entre acteurs et professionnels majeurs de la filière, mais également intellectuels et 
écrivains français et japonais.

一般社団法人

日本書籍出版協会
Japan Book Publishers Association

［開催日時 DATE ET HEURE］
2016年6月13日（月） 9:45–18:30（開場9:15）

［会場 LIEU］
国立国会図書館 東京本館 新館講堂
Bibliothèque Nationale de la Diète

〒100–8924 東京都千代田区永田町1丁目10–1
☎03-3581-2331（代表）
［交通 ACCÈS］
東京メトロ 有楽町線「永田町駅」
 2番出口／徒歩約5分……🅐
 半蔵門線・南北線「永田町駅」
 3番出口／徒歩約8分……🅑
 千代田線・丸ノ内線「国会議事堂前駅」
 1番出口／徒歩約12分……🅒
都営バス 橋63系統「国会議事堂前」
 徒歩約5分……🅓
交通手段・アクセスについて詳しくは 
http://www.ndl.go.jp/jp/service/tokyo/route.html

会場は、国立国会図書館東京本館新館の利用者入口からお入りになり、右手階段をお上がりいただいたところになります。
駐車場のスペースが限られておりますので、お車での御来館は御遠慮いただくようお願いいたします。
◆　9:00より前の御来館は御遠慮ください。
◆　写真撮影、録音及び録画は御遠慮ください。
◆　会場での飲食は不可ですので、御了承ください。
◆　休憩時間（12:30–14:00）に館内の食堂及び売店等を御利用いただけます。入館に際しては、別途入館手続きが必要となりま
す。登録利用者カード（ICカード）をお持ちの方は、御自身のカードを御利用ください。登録利用者カードをお持ちでない方は、
当日利用カード発行機（新館）で当日利用カードを発行し、入館してください。

［タイムテーブル PROGRAMME］
9:45 ［開会の辞 Accueil］ 羽入佐和子 Sawako HANYU, Présidente de la Bibliothèque Nationale de la Diète

10:00–10:30 ［基調講演］養老孟司「本、今日とこれまで」[Ouverture] Le livre, hier et aujourd’hui par Takeshi YORO, Professeur émérite de l'Université de Tokyo

10:30–12:30
［第❶セッション］デジタル時代の創作と読書：本の新しい形と新たな読書の形態とは？
[Table ronde 1] Écrire et lire à l’ère numérique :
Quelles nouvelles formes pour l’objet livre ? Quelles nouvelles pratiques de lecture ? 

12:30–14:00 休憩 Pause

14:00–16:00
［第❷セッション］電子書籍と図書館の役割：長期アクセス保証と納本制度
[Table ronde 2] Le livre numérique et le rôle des bibliothèques :
Sécurisation de l'accès aux données et évolution du système de dépôt légal

16:15–18:15 ［第❸セッション］電子書籍の経済[Table ronde 3] Économie du livre et numérique 

18:15 ［閉会の辞 Conclusion］ ティエリー・ダナ Thierry DANA, Ambassadeur de France au Japon

FORUM FRANCO-JAPONAIS

LIVRE ET NUMÉRIQUE
lundi 13 juin 2016｜9h45–18h30｜Bibliothèque Nationale de la Diète

日仏フォーラム

書籍とデジタル
2016.6.13〈月〉｜9:45–18:30（開場9:15）｜国立国会図書館 東京本館 新館講堂

日仏フォーラム「書籍とデジタル」
FORUM FRANCO-JAPONAIS « LIVRE ET NUMÉRIQUE » 日仏フォーラム「書籍とデジタル」

FORUM FRANCO-JAPONAIS « LIVRE ET NUMÉRIQUE »

入場無料
entrée libre

日仏同時通訳付
traduction simultanée

養老孟司 Takeshi YORO｜東京大学名誉教授
1937年神奈川県鎌倉市生まれ。1962年東京大学医学部卒。1年間のインターンを経て、解
剖学教室に入り、以後解剖学専攻。医学博士。1981年東京大学医学部教授。1995年退
官。北里大学教授を経て、現在、東京大学名誉教授。2015年神奈川県文化賞受賞。『からだ
の見方』でサントリー学芸賞を受賞。2003年に発行された著書『バカの壁』は大ベストセラーとな
り、翌年には新書の最多部数記録を更新、毎日出版文化賞受賞。『唯脳論』『耳で考える』（角川
書店）『虫捕る子だけが生き残る』『養老孟司の旅する脳』（小学館）『養老孟司のデジタル昆虫図
鑑』（日経BP社）など、多数の著書がある。

［基調講演］

ティエリー・ダナ  Thierry DANA｜駐日フランス大使
1956年生まれ。法学修士号取得、政治学専門研究課程修了、政治学院卒業、国立行政学院卒業後、フランス外務省に入省。
1984年、在アルジェリア・フランス大使館に赴任。1987年、フランス外務省北アフリカ・中東局戦略問題部に配属。1990年、同部長に
就任。NATO変革、ドイツ再統一、ワルシャワ条約機構の解体などの重要案件を担当。1993年、首相付外交顧問補佐。1995年、リ
ヨン・サミット事務局長。1996年、駐香港フランス総領事。1998年、フランス大統領府官房に入り、アジア・戦略問題を担当。2002
年、フランス外務省アジア・オセアニア局長。2005年依願休職し、コンサルティング会社を設立。仏企業向けの国際展開戦略、外国
の対仏投資家向けのサービス分野で特筆すべき業績を挙げる。2014年より現職。2児の父親。国家功労勲章シュヴァリエを受章。

［閉会の辞 CONCLUSION］

羽入佐和子 Sawako HANYU｜国立国会図書館長
1948年生まれ。1973年3月、お茶の水女子大学文教育学部哲学科卒。1982年3月、お茶の水女子大学大学院文化研究科博士
課程修了 （学術博士）。1990年4月、お茶の水女子大学助教授。1996年4月、お茶の水女子大学教授。2005年4月、お茶の水女
子大学副学長兼 附属図書館長（～2009年3月）。2009年4月、お茶の水女子大学学長（～2015年3月）。2013年6月、国立大
学協会副会長 （～2015年3月）。2015年4月、理化学研究所理事（～2016年3月）。2016年4月、国立国会図書館長。

［開会の辞 Accueil］



平野啓一郎 Keiichiro HIRANO
小説家
1975年愛知県蒲郡市生。京都大学法学部
卒。1999年『日蝕』により第120回芥川賞を受
賞。以後、多くの発表し、各国で翻訳されてい
る。2004年には、文化庁の「文化交流使」とし
て一年間パリに滞在。2008年以降、三島由紀
夫文学賞選考委員、東川写真賞審査員。美
術、音楽にも造詣が深く、幅広いジャンルで批評
を執筆。2009年以降、日本経済新聞の「アー
トレビュー」欄を担当。2014年、フランス芸術文
化勲章シュヴァリエ受章。本年『マチネの終わり
に』刊行。

大曲薫 Kaoru OMAGARI
国立国会図書館収集書誌部長
1985年国立国会図書館入館、2005年収集部
付主任司書、2007年調査及び立法考査局政
治議会課長、2011年同局付主幹・調査企画課
長事務取扱、2013年利用者サービス部副部
長・サービス企画課長事務取扱、2014年利用
者サービス部長、2015年から現職。

相賀昌宏 Masahiro OGA
日本書籍出版協会理事長
1951年3月20日生まれ。東京都出身。1973
年、成蹊大学法学部卒業。1976年、中央大学
大学院文学研究科修了。1982年、小学館入
社、取締役。1984年、常務取締役。1989年、
専務取締役。1992年、代表取締役社長。1986
年5月～1989年4月、日本書籍出版協会理事。
1989年5月～1996年4月、同常任理事。1996
年5月～2010年4月、同副理事長（出版経理、
読書推進、人事・総務担当）。2010年5月～、
同理事長。

リュック・ブルシエ
Luc BOURCIER
ＩＺＮＥＯ社社長
リュック・ブルシエ氏は、欧州初の漫画、出版界、
フナックグループのデジタルプラットフォームで
あるIzneoの社長。1996年米ビデオゲーム会
社のGT Intractive社の仏支社を設立。1988
年Segaの仏進出の際のマーケティング部長。
2000年Acclaim社長。Audenciaビジネスス
クール、パリ・ソルボンヌ大のCelsa卒。ILVに
てMBA学位取得。学生時代に漫画の出版社
Bederamaを創設後、Nathan社を皮切りに
出版界でのキャリアを築いた。

ティエリー・バッチノ
Thierry BACCINO
パリ第8大学教授
パリ第8大学で認識心理学とデジタルテクノ
ロジーの教授。科学と産業美術館における
LUTIN研究室の科学局長。2004年にフルブラ
イト賞を受賞したのち、ドイツ、スペイン、イタリア
など海外で研究に携われる。2008年から2009
年にはCNRSフランス社会科学研究所海外研
究員、2005年からブリュッセルのＥＵ代表部で
科学専門家副局長、 ANRとAERESで研究評
価委員も務める。

田村俊作 Shunsaku TAMURA
慶應義塾大学名誉教授
1984年～1992年慶應義塾大学文学部助教授
を経て、1992年～2015年3月慶應義塾大学文
学部教授。また、1990年～2002年には国立
国会図書館客員調査員、2009年よりビジネス
支援図書館推進協議会理事を兼務。2009年
～2015年3月慶應義塾大学メディアセンター所
長。2015年4月より慶應義塾大学名誉教授。

角川歴彦 Tsuguhiko KADOKAWA
株式会社KADOKAWA取締役会長
1943年、東京生まれ。早稲田大学第一政経学
部卒業。角川書店入社後、新規事業を多数立
ち上げ、メディアミックスと呼ばれる手法で日本
のサブカルチャー文化を牽引する。日本雑誌協
会理事長、東京国際映画祭チェアマン、内閣官
房知的財産戦略本部本部員などを歴任。現
在、角川文化振興財団理事長、角川アスキー
総合研究所代表取締役社長なども務める。著
書に『クラウド時代と〈クール革命〉』『グーグル、
アップルに負けない著作権法』（KADOKAWA）
がある。

井芹昌信 Masanobu ISERI
株式会社インプレスR&D社長
1992年、株式会社インプレス設立に参画、取
締役就任。パソコン入門書「できるシリーズ」 、
「インターネットマガジン」、インターネットメディア
「IMPRESS Watch」創刊編集長。現在、株
式会社インプレスホールディングス（株式会社イ
ンプレスより社名変更）主幹、 株式会社インプ
レスR＆D代表取締役社長。株式会社インプ
レスR＆Dが自社開発した次世代型電子出版
事業モデル「NextPublishing」にて、デジタル
ファースト出版を推進している。

植村八潮 Yashio UEMURA
専修大学文学部教授
1978年4月、東京電機大学出版局勤務。2007
年4月、同上出版局長。2012年4月、（株）出版
デジタル機構代表取締役。2012年4月、専修
大学文学部教授（現在に至る）。2012年5月、
（株）出版デジタル機構取締役会長。2014年6 
月、同上退任。最近の編著書として『電子図書
館・電子書籍貸出サービス：調査報告2015』
（ポット出版、2015年）。

ジュリー・ステファン・チェン
Julie STEPHEN CHHENG
2016年ヴィラ九条山招聘アーティスト
国立装飾芸術高等学校卒。スマートアプリ
ケーションを開発し、トランスメディア書籍を制
作している。「紙の本から電子書籍への相互性と
ムーブメント」と題する論文を執筆後、2011年に、
手に触れることのできるものとデジタルとを混在
させた創作のラボであるスタジオ・ボリュミックの
一員となる。彼女は、本、手紙、デジタルサポー
トを中心に、想像力と物語の新たな源泉を発見
するために制作活動を繰り広げている。

ブノワ・チュルゥ Benoît TULEU
フランス国立図書館
サービス・ネットワーク部納本課長
パリ＝ソルボンヌ大学で哲学・ドイツ語を専攻し
た後、国立図書館情報学高等学院で公共図
書館や文化マネジメントを学ぶ。フランス各地の
図書館やパリ・ポンビドゥーセンターで図書館
業務、文化イベント、図書館ネットワーク等に関
わる業務に従事する。2009年からフランス国立
図書館に勤務。2015年から現職。

エリック・ヴィーニュ Éric VIGNE
ガリマール社
エリック・ヴィーニュは、ファイヤール社、ラテクベ
ルト社で勤務した後、1988年にガリマール社に
入社。Folio-Essais、Folio-Histoireシリー
ズを手がけた。2008年にはKlincksieck社か
らエッセー「本と出版」を出版。彼は本書におい
て、スピードが命である出版界の商業主義のあ
り方が、創作にどのような影響を与えるかについ
て考察している。1931年に創刊されたガリマール
社の名シリーズ「エッセー」の責任者を20年前か
ら務める。

ジャン＝ギー･ブアン
Jean-Guy BOIN
国際フランス出版事務局長
経済学者であり、社会学者でもあるブアン氏は、
書籍界において多彩な活動に携わっている：大
学、書籍出版界のプロの養成機関において、出
版経済の教鞭を執る。また出版の経済学の研
究者として著書、論文も多数。プレス、テレビ、
出版社の監査役、社会科学の出版社の経営も
手がける他、フランス文化省の書籍経済部局
長、2000年12月から国際フランス出版事務局
長の職にある。

藤井太洋 Taiyo FUJII
日本SF作家クラブ会長
作家、1971年生まれ。2012年にセルフパブ
リッシングした『Gene Mapper』が「ベストオブ
Kindle本」で文芸一位に。翌2013年に増補改
訂した『Gene Mapper -full build-』で商業デ
ビュー、2014年2月に刊行された『オービタル・
クラウド』はベストSF 2014、第35回日本SF大
賞、第47回星雲賞日本長編部門を受賞。日
本SF作家クラブ第18代会長。ビッグデータの
危機を問う警察小説『ビッグデータ・コネクト』な
ど、SF以外にも活躍の場を広げつつある。

田中敏隆 Toshitaka TANAKA
株式会社小学館
デジタル事業局ゼネラルマネージャー
1959年東京生まれ。1983年成城学園大学文
芸学部卒 業。1988年株式会社小学館入社。
業務部資材課・制作局雑誌制作課を経て現
職。現在、一般社団法人電子書籍出版社協
会常任幹事、JPO 出版情報登録センター管理
委員会副委員長、デジタルコミック協議会幹事
長等を務める。電子書籍・電子雑誌収集実証
実験事業においては、電子書籍出版社協会の
図書館対応ワーキングチームの座長として第一
段階会議の議長も務めている。

新名新 Shin NIINA
株式会社出版デジタル機構代表取締役社長
1954年東京生まれ。上智大学文学部在学中
の1976年より1980年までパリに留学。1980年
中央公論社（現中央公論新社）入社。1996年
角川書店（現KADOKAWA）入社。2005年モ
バイルブック・ジェーピー社外取締役。2007年
角川書店常務取締役として、出版事業及び電
子書籍事業を担当。2012年ブック・ウォーカー
社外取締役。2014年6月より、官民ファンド、出
版各社、大手印刷会社の出資により、日本出版
界のデジタルインフラを担うために設立された、
出版デジタル機構代表取締役社長。

林智彦 Tomohiko HAYASHI
朝日新聞社デジタル本部
1968年生まれ。1993年朝日新聞社に入社後、
週刊誌、月刊誌の記者、書籍編集者として働く。
この間、日本の出版界初のウェブサイト立ち上げ
やCD-ROMの製作などを経験。2009年からデ
ジタル部門へ移り、2010～12年、電子書籍配信
事業会社・ブックリスタ取締役。「CNET Japan」
「出版ニュース」などで、電子書籍をテーマに定
期的に寄稿。今夏、初の著書「本を救うため、僕
らに何ができるのか」（仮題）を刊行予定。

［司会 MODÉRATEUR］

［パネリスト PANÉLISTES］ ［パネリスト PANÉLISTES］ ［パネリスト PANÉLISTES］

［司会 MODÉRATEUR］ ［司会 MODÉRATEUR］

中野稔 Minoru NAKANO
日本経済新聞社文化部編集委員
1966年茨城県生まれ。89年早稲田大学第一
文学部卒業後、日本経済新聞社入社。産業部
（現・企業報道部）、整理部などを経て、1999年
から文芸分野を中心に文化取材に従事。2016
年4月から現職。

敬称略／アルファベット順

デジタル時代の創作と読書
本の新しい形と新たな読書の形態とは？
Écrire et lire à l’ère numérique :
Quelles nouvelles formes pour l’objet livre ? Quelles nouvelles pratiques de lecture ? 

電子書籍と図書館の役割
長期アクセス保証と納本制度
Le livre numérique et le rôle des bibliothèques :
Sécurisation de l’accès aux données et évolution du système de dépôt légal

電子書籍の経済
Économie du livre et numérique

膨大な量の情報のデジタル化が進み、情報へのアクセスの経路が、書籍からコンピュータの画面に取って替わられようとしている
今、本の形態の未来と、書籍と読者との新たな関係をどのように考えればよいのでしょうか？ 紙の本と電子書籍の対比を超えて、
「拡大する書籍」と呼ばれるコンテンツ内蔵型書籍の今後の見通し、電子化が読書という行為にもたらす大きな変化について、こ
の討論会では考えます：読書の際の認識のプロセスはどう変化するのでしょうか？ デジタル時代の「書の喜び」とは？ 新しい創作
とはどのようなものでしょうか？
Dans un contexte de numérisation massive des données où l’écran est appelé à supplanter progressivement le livre comme voie 
d’accès à l’information, comment penser l’avenir du livre comme forme et les nouvelles relations entre livre et lecteur ? Au-delà de 
l’opposition entre livre papier et livre électronique, ce débat portera sur les perspectives ouvertes par le livre augmenté et les bou-
leversements que le numérique peut générer pour la lecture comme acte : quels changements des processus cognitifs attachés aux 
pratiques de lecture ? Quel « plaisir du texte » à l’ère numérique ? Quelles nouvelles écritures ?

納本制度とは、出版物をその国の責任ある機関（国立図書館等）に納めることを発行者等に義務づけることにより、文化財である
出版物の収集と次世代へのアクセスを保証する制度です。この制度を、どのように電子書籍と雑誌にも適用すればよいのでしょう
か？ 知識創造と普及における納本の役割とはどのようなもので、日仏でどのように実施されているのでしょうか？ 出版社と図書館
はどのように協力できるのでしょうか？ 電子書籍の長期保存にはどのような課題があるのでしょうか？
Le dispositif du dépôt légal permet de constituer des collections de patrimoine écrit et de préserver ces biens culturels pour les 
générations futures. Il impose en effet à tout éditeur, imprimeur, producteur et importateur de déposer chaque document qu'il édite, 
imprime, produit ou importe à la bibliothèque nationale ou auprès d’un organisme habilité. Comment appliquer ce système aux 
livres et revues numériques ? Quel rôle du dépôt légal dans la circulation des savoirs, en France et au Japon ? Quelle collaboration 
entre bibliothèques et maisons d’édition ? Quels défis pour l’archivage des livres numériques ?

アマゾンに代表される、出版と流通のプロセスを大きく変える新たなアクターの出現に、日本やフランスはどう適応するのでしょう
か。デジタルによる恩恵を享受しつつ、国内の出版社の多様性を保持するにはどうすればいいのでしょうか。独立系書店の存続と両
立するような、新たな流通モデルとはどのようなものでしょうか？ デジタル時代に、書籍界が経験している大変革の様相を捉えつ
つ、このパネルディスカッションでは、書籍の流通経路が一極集中化することによるリスクと、出版界の大変化に対応する、両国の
公共政策と法規制について意見交換をしたいと思います。
Face à l’émergence de nouveaux acteurs, au premier rang desquels Amazon, qui transforment les processus d’édition et de dif-
fusion, comment la filière livre, s’adapte-t-elle, en France et au Japon ? Comment exploiter les ressources offertes par le numé-
rique tout en préservant, à l’échelle nationale, l’objectif de diversité éditoriale ? Quels nouveaux modèles de distribution compa-
tibles avec le maintien des librairies indépendantes ? 
Attentive à décrire les bouleversements que connaissent les métiers du livre à l’ère numérique, cette table ronde permettra 
d’échanger sur les risques que fait peser la dynamique de monopolisation de la distribution des livres et sur les politiques publiques 
de régulation mises en place en France et au Japon pour accompagner les mutations de la filière livre. 

第❶セッション Table ronde 1 第❷セッション Table ronde 2 第❸セッション Table ronde 3

10:30–
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14:00–
16:00

16:15–
18:15
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