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地域活性化につながる効果も
期待できることから、世界

中の美術館・博物館・文学館・資
料館、そして文化振興を担う行政
機関らが、美術品や有形・無形の
文化財をデジタル化し、インター
ネットで公開するムーブメントが
起きています。本特集では、その
背景や目的、各国の動向ととも
に、デジタル化した美術品なら
びに文化財を世界へ発信するため
のプラットフォーム「Cultural 
Institute（カルチュラル・インス
ティチュート）」についてご紹介し
ます。

美術関係者を驚嘆させた
大英博物館のプロジェクト

　美術館、博物館、公文書館や図書館の
収蔵品をはじめ、有形・無形の文化資源
をデジタル化して保存することを「デジタ
ルアーカイブ」と言います。この言葉は1990
年代の中ごろに日本で生まれた概念です。
その目的は、人類共通の財産である美術
品や文化財の価値を、美しい状態のまま
記録し後世へ受け継ぐことにあります。
　日本では2003年7月に決定された

「e-Japan戦略Ⅱ」の中で、コンテンツ産
業の国際競争力向上や海外における日本
文化への理解向上を図る手段の1つとし
て政府がデジタルアーカイブ化を推進し
ました。しかし、当時は美術館や博物館
にデジタル化の知識を持つ人が少なかっ
たことや、専門の機材が高額だったこと、
また技術の進歩があまりにも早くデジタ
ルファイルがすぐに陳腐化してしまうこと
などの様々な課題があり、デジタルアー
カイブ化に不信感を抱く人も少なくあり
ませんでした。
　ところが、同じ時期に欧米ではデジタ
ルアーカイブ化を加速するエポックメイ
キングな出来事が起きていたのです。まず、
全米有数の規模を誇るボストン美術館が
収蔵作品をデジタル化し、画像の大きさ

は限定されるものの個人利用に関しては
無償でインターネットに公開しました。この
大胆な試みに美術関係者は驚嘆し、その
トピックは世界中を駆け巡りました。さら
に、2007年には大英博物館が全収蔵作
品のインターネットでの公開を目指したプ
ロジェクトを開始。しかも「商用利用以外
は許諾なしで利用できる」としたのです。

ネットで公開後、来館者が急増し
観光収入が大きな経済効果を生む
　当初は「なぜ貴重な美術品をネットで無
償閲覧させるのか」「ネットで公開したら
美術館へ足を運ぶ人が少なくなってしま
うのではないか」といった声も上がりまし
た。しかし、現実はそうした批判とはまっ
たく反対の結果となりました。サイト公
開後、大英博物館に世界中から美術愛好
家が訪れ、来館者が急増したのです。
　来館動機について調査したわけではな
いのであくまでも推測の域を出ませんが、
サイトでの無償公開が来館者急増の1つ
の要因だったことは間違いないでしょう。
なお、大英博物館は入館料無料なので直
接的な収益増には至っていませんが、関
連グッズの売り上げなどによる間接収入
の増加に加え、地域のホテルや飲食店
などには多大な観光収入がもたらされ、
大きな経済効果を生み出しました。これ
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Google Public Policy Blog
［グーグルの公共政策ブログ］

グーグルでは、公共政策に関する世界の様々な活動をブログで発信しています。
ここではその一部を翻訳してご紹介します。

http://googleasiapacific.blogspot.jp/

50万人もの雇用を日本にもたらした新たな産業
What new industry is employing half a million people in Japan 

http://googleasiapacific.blogspot.jp/2015/02/what-new-industry-is-employing-half.html
野村総合研究所が「インターネットの日本経済への貢献に関する調査分析」を発表しました。本調査で
はインターネットが日本経済全体にどのように貢献しているかを広く検討しています。特にスマートフォ
ンの台頭から生まれたビジネス領域を新しく「アプリ経済（App Economy）」と定義付けています。日本
のアプリ経済の市場規模は約8200億円、そしてそれは2011年以降毎年約2倍に市場規模を拡大してい
ることが分かりました。アプリ経済は直接的もしくは間接的に、すでに50万人以上もの雇用を日本国内
で創出しています。

ストリートからスクリーンへ：アジア圏ストリートアート探訪
From streets to screens : a tour of Asia-Pacific's street art 

http://googleasiapacific.blogspot.jp/2015/03/from-streets-to-screens-tour-of-asia.html
多くの時間を費やして制作されるストリートアートの大半は人々が目にする前に消えていってしまいます。
その物語が十分伝達されることは少ないです。そんなアートをデジタル保存し、地球上のどこからでも閲
覧できるようにするプラットフォーム「Google Art Project」に、このほど260点の作品が追加されました。
インド、タイ、ネパール、オーストラリア、韓国などのストリートアートです。昨年来、グーグルは34カ国、
86芸術団体からパブリックアートを1万点近く収集し、高解像度画像で公開しています。詳細は「Google 
Cultural Institute」サイトをご覧ください。

アジアでよく見られているストリートビュースポット
Culture is top of mind for Street View travelers looking at Asia 

http://googleasiapacific.blogspot.jp/2015/03/culture-is-top-of-mind-for-street-view.html
2014年、世界中のバーチャル観光客が日本に押し寄せました。
富士山、道頓堀、軍艦島がアジア全体で一番見られたストリー
トビュースポットとなりました。今年2015年、日本は依然高
い人気を誇りながらも東南アジアの名所が追いついてきて
います（ランキングはブログ本文内にリンクがあります）。
インドのタージ・マハル、カンボジアのアンコール・ワット
が次々とストリートビューに登場し、早くもストリートビュー
ランキングにランクインしました。世界中の観光客がストリー
トビューでアジアの精彩な文化遺産と風景を楽しんでいます。

http://googlepublicpolicy.blogspot.jp/

データローカライゼーションの影響
The Impacts of Data Localization on Cybersecurity 

http://googlepublicpolicy.blogspot.jp/2015/02/the-impacts-of-data-localization-on.html

先日、Leviathan Securityが「Value of Cloud Security（クラウドのセキュリティ価値）」と題する最新
の研究成果を発表しました。本研究はクラウドセキュリティに対して、強制的なデータローカライゼーショ
ンの影響を分析したものです。市民のデータをスパイやハッカーから守るため、最近多くの国が、デー
タはその国内で管理するように法整備を進めようとしています。しかし、「データローカライゼーション」と
呼ばれるこの考え方は、クラウドサービスがもたらす高度な冗長性（実用稼動可能な状態を保ち、システ
ムに障害が生じたときに瞬時に切り替えることが可能）やセキュリティの専門家不足を補う点などの利点を
台無しにしているとレポートは指摘しています。
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に刺激を受けた欧米の美術館・博物館は、
後れをとってはならないと考え、収蔵作品
のデジタル化、そしてネットでの無償公開
に乗り出し、大きなムーブメントを巻き起
こしたのです。

デジタルアーカイブの目的は
“保存”から地域の“活性化”へ

　1998年から世界中の美術館・博物館
で日本の文化財のデジタルアーカイブ化
を指揮してきた立命館大学アート・リサー
チセンター（ARC）の赤間亮教授は、近年
になってデジタルアーカイブの概念が変
わったと話します。「90年代は、デジタ
ルアーカイブの目的は“保存”に力点が置
かれていましたが、現在は“活性化”とい
う効果が注目されるようになりました」。
　赤間教授が言う“活性化”とは、デジタ
ル化によって収蔵庫に眠っていた作品が
作家別や年代別、テーマ別などに分類さ
れて検索しやすくなることで、学芸員らが

企画展やPRのアイデアを出しやすくなり、
館全体が活性化するという内部的効果に
加え、大英博物館で見られたような地域
経済の活性化という外部的効果を引き起
こすことを意味しています。大きな視点
で見ると、こうした効果は日本政府が推
進する「地方創生」につながる可能性が高
いといえます。
　ただし、単に収蔵作品をデジタル化し
て公開するだけで“活性化”が図れるわけ
ではありません。なぜなら、インターネッ
トには膨大な情報が蓄積されているので、
普通にホームページで作品を公開しただ
けでは埋没してしまい、来館者が増える
などの効果は期待できないからです。
　その課題について赤間教授は、以下の
ようにコメントしています。「デジタルアー
カイブを美術館や博物館の“活性化”につ
なげるには、いくつかのレイヤーが必要
です。まず基盤となるのが、学芸員や研
究者らが利用するための詳細な情報が登
録されたデータベースのレイヤー。次に、
蓄積された情報をコレクターや美術愛好
家などに向けて発信するためのレイヤー。
さらに、最上位のレイヤーとして、世界中
の誰もが気軽に作品へアクセスできるよ
うなポータルが必要です。しかし、こう
した段階的な仕組みをすべて美術館や博
物館単体で用意することは困難です。特
に最上位のレイヤーは、グローバルに情
報を発信できるプラットフォームが必須に

なり、これを提供できる事業者は世界で
も限られています」。

美術品や文化財の情報を
世界へ発信するプラットフォーム

「Cultural Institute」
　グーグルが提供するCultural Institute
は、まさに赤間教授の言う最上位のレイ
ヤーに位置する美術品ならびに文化財の
情報を世界へ発信するためのプラット
フォームです。
　例えば、Cultural Instituteの検索窓に

「ゴッホ」と入力すれば、あの大胆な色使い
と独特のタッチで知られる天才画家フィ
ンセント・ファン・ゴッホの作品163点が
瞬時にブラウザ上に表示されます。表示
された作品は、「ひまわり」がフィラデルフィ
ア美術館とファン・ゴッホ美術館、「星月
夜」がMoMA（ニューヨーク近代美術館）、

「ばら」が国立西洋美術館の収蔵品など、
世界中の美術館が収蔵しているゴッホの
作品が大量に表示されます。
　このように作家名や作品名、作成年代
などの条件で世界中の美術館の収蔵作品
を並べて鑑賞することは、インターネット
がない時代には考えられないことでした。
美術愛好家にとって、あるいは研究者ら
にとって、これは夢にまで見た環境と言っ
ても過言ではありません。なにしろインター
ネットさえあれば、世界中のコレクショ
ンを瞬時に集め、自宅で自分だけの企画

展を開催できるのですから（図1）。そして、
インターネットで作品に触れたユーザー
は必ず本物に触れたくなり、実際に美術
館・博物館へ足を運びたくなるのです。
　Cultural Instituteを利用しているテー
ト・ギャラリーのニコラス・セロータ館長
は「このプロジェクトは、ユーザーに名作
へ大接近するという、類を見ない機会を
与える。これはオンライン美術館の新世
代だ」と評価し、メトロポリタン美術館の
トーマス・キャンベル館長は「このプロジェ
クトは人々を美術館に向かわせ、実物を
目の当たりにする意欲を駆り立てている」
とコメントしています。
 

きっかけは
アート大好き社員が始めた

「20％プロジェクト」
　Cultural Instituteの始まりは、グー
グル独自の勤務ルール「20％プロジェク
ト」でした。これは、勤務時間の20％を
個人の好きなことに費やしていいという
グーグル独自の社内ルールです。今やグー
グルを代表するサービスとなったGmail
やGoogleマップも、この「20％プロジェ
クト」から生まれたプロジェクトです。
　本社に勤務するアート好き社員のア
ミット・スードが「20％プロジェクト」を
使ってアート作品を閲覧するプラット
フォームを開発したのは、2010年のこ
とでした。彼は「グーグルの多様なツール

を文化方面に応用できないか」という素朴
な発想からこのプロジェクトに取り組み
ました。その後、2011年に17の美術館
の協力を得てスタートし、2012年10月
にはグーグルの公式プロジェクトとなり
ました。今では世界60カ国、600館以
上の施設が参加し、600万点以上の作品
や画像を閲覧できる世界有数の美術品な
らびに文化財を公開するプラットフォーム
となっています。

非営利であること
権利を主張しないこと
公開は任意であること

　なぜグーグルはこのプロジェクトを推進
したのか。それは、グーグルには世界中の
情報を整理し、世界中の人々がアクセス
して使えるようにする、というミッション

があるからです。Cultural Instituteは、
文化関連の貴重な資料を誰もがアクセス
して利用できるようにし、さらにデジタル
保存して未来の世代に学習材料として、
また創造性を刺激するものとして活用して
もらうための取り組みです。そのため、こ
のプロジェクトは完全な非営利で運営さ
れており、グーグルはいかなるコンテンツ
からも利益を上げることはありません。も
ちろん美術館や博物館などのパートナー
からも一切費用はいただきません。
　グーグルが提供するのは、あくまでも技
術だけで、公開に関する方針に口出しす
ることはありません。公開する作品はパー
トナーが自由に選定でき、公開の取りや
めも任意で行えます（※）。作品を管理する
ためのツールも無償で提供します。管理
ツールは、ドラッグ＆ドロップなど直感的な
操作を採用しているので、ITの知識がな
い方でもすぐに使いこなすことができます。
もちろん、コンテンツの権利は提携パート
ナーに属し、グーグルは公開におけるライ
センスを受けるのみです。さらに、公開画
像にはダウンロード防止技術などを施し
ており、2次利用の防止に努めています。

美術、歴史、自然・文化遺産
などの情報を

3つのカテゴリーで発信
　Cultural Instituteは、『Art Project』

『歴史アーカイブ』『World Wonders』と

　ARCは、人類が持つ文化を後世に伝達
するために芸術、芸能、技術、技能を中
心とした有形・無形の文化の所産を、歴
史的、社会的観点から研究・分析し、記録・
整理・保存・発信する研究拠点です。
　世界に先駆けてデジタルアーカイブに取
り組み、これまでにイギリス、フランス、イタ
リア、ドイツ、チェコ、ベルギー、アイルラ

ンド、アメリカなどの美術館・博物館で日本
の美術品のデジタル化を支援してきました。
　その技術力や指導力は、世界的に評価
されており、国内でも「日本文化資源デジタ
ルアーカイブ研究拠点」として、各機関・
団体との共同研究や人材育成、技術指導
などに貢献しています。

アジアを代表するデジタルアーカイブ研究拠点
立命館大学アート・リサーチセンター（ARC） 〒603-8577 京都市北区等持院北町56-1

デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
第一
人
者

立
命
館
大
学
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ー
ト
・
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー（
Ａ
Ｒ
Ｃ
）

赤
間 

亮
教
授

図1
作家名を検索するだけ
で、世界中の美術館が
収蔵している作品を一
覧表示できる

図2
Cultural Instituteは、

『Art Project』『歴史
アーカイブ 』『 World 
Wonders』の3つのカ
テゴリーで構成されてい
る

http://www.arc.ritsumei.ac.jp/

 （※）ギガピクセル画像とミュージアムビューの撮影はグーグル側で行います。
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保存できる「マイギャラリー」などの機能
も提供しています。
　『歴史アーカイブ』は、世界中の博物館、
資料館などのパートナーと連携したプロ
ジェクトで、歴史的瞬間、文化、人、科
学技術などのカテゴリーで様々なトピッ
クの写真、動画、草稿、文書を掲載して
います。例えば、ネルソン・マンデラが
刑務所から送った手書きの手紙や、ホロ
コーストの歴史的資料、鉄腕アトムの動
画なども閲覧できます。
　『World Wonders』は、ストリートビュー
や3Dモデリングなどグーグルの技術を駆
使して現代、古代の世界遺産ならびに文
化遺産や美しい自然の風景をオンライン
で再現するプロジェクトです。京都のお寺
から富士山、ストーンヘンジ、ポンペイ、グ
レートバリアリーフまで様々な名所を、ま
るでその場にいるかのように探索できます。

S p e c i a l  R e p o r t

いう3つのカテゴリーで構成されていま
す（図2）。すべてのプロジェクトは多言語
対応しており、登録作品はインターネッ
トの使える環境ならば、世界中のどこか
らでも自由に閲覧できます。
　『Art Project』では、伝統的な美術館
から新しいタイプのアートギャラリーまで、
40を超える国々の知名度も規模も様々な
美術館から提供された、油絵、彫刻、家
具など4万点以上の作品の高解像度画像
を掲載しています。
　一部の絵画は70億画素という超高解
像度の「ギガピクセル」で撮影されたもの
が公開されています。ギガピクセルで撮
影された作品は、筆遣いやキャンバスの
生地まで分かるほどのディテールで鑑賞
することができます（図3）。また、美術館
の中を回遊できるストリートビューを使っ
たサービスや、ユーザーが好みの作品を

プロモーション支援で
より多くの人へ情報を発信

　Cultural Instituteを使わなくても、作
品公開用の自主運営サイトをお持ちの美
術館や博物館も数多くあるでしょう。また、
文化庁の「文化遺産オンライン」のように
行政機関が運営するプラットフォームを利
用することもあると思います。
　しかし、Cultural Instituteはこのよう
なサービスと競合するものではありません。
例えて言うならば、各館や行政機関が運
営しているサイトやプラットフォームは、本
館の常設展示であり収蔵庫で、Cultural 
Instituteはイベント会場などで開かれる企
画展や巡回展のようなものです。より多
くの方の目に触れる機会を提供し、本館
へ誘導する役割を果たすものだと理解し
ていただくと分かりやすいかもしれません。

　またグーグルでは、より多くの人の目に
触れ、本館へ誘導するという目的を果たす
ため、様々なプロモーション支援活動も
行っています。例えば、動画展示のために
パートナーのYouTubeチャンネルをサ
ポートしたり、リリースのタイミングで記
者会見やGoogleホームページでのプロ
モーションを行ったり、Googleマップと
の連携など、ローカルおよびグローバル
なPRキャンペーンも実施します。
　例えば、手塚治虫記念館では鉄腕アト
ムの誕生日である4月7日にあわせてコレ
クションを公開し、館長と宝塚市市長と
共同でローンチ式典を開催してメディア
に向けてプロモーションしました。同じ
く、広島平和記念資料館と長崎原爆資料
館が所蔵する原爆の歴史的資料を『歴史
アーカイブ』に公開した2013年8月19日
には、Google検索のトップ画面に「ヒロ
シマ・ナガサキ。Googleで歴史アーカ
イブをみよう」というメッセージを掲載し、
デジタル展示へ誘導するプロモーション
を行いました（図4）。
　同コレクション公開時に外務大臣の岸
田文雄氏は、「今回、デジタル展示という
新しい手法により、核兵器使用の惨禍の
実相を幅広く国内外に伝えていただくこ
とは、我が国の道義的責務に合致するも
のであり、特に戦争の時代を知らない若
者や海外の方など、1人でも多くの方々
に核被害の実相・悲惨さを感じ取ってい
ただけることを期待しています」とのコメ
ントを寄せています。
 

活用法その１
ユーザーが世界中の作品を楽しみ
共有を通じてプロモーションする
　アート好きのユーザーにとって、自宅
にいながら世界中の作品を自由に鑑賞で
きることは何ものにも替えがたい喜びで
す。Cultural Instituteが備える「マイギャ
ラリー」機能は、こうしたアートファンの夢
を叶えるツールです。ユーザーは、検索や
並べ替えの機能を使って世界中の作品を

自由に鑑賞し、気に入った作品があれば
「お気に入り」としてブックマークできます。
さらに、ソーシャルメディア機能を使え
ば、自分のコレクションをGoogle+や
Facebook、Twitterなどのユーザーと
共有することも可能です。
　こうした機能により、作品の魅力が様々
なメディアを通じて発信され、美術館パー
トナーのプロモーションにつながる効果
が期待できます。

活用法その２
美術や社会を学ぶ際の

教材として役立てる
　Cultural Instituteは、美術教育や歴史、
文化、自然環境などを学ぶ教材としても
利用できます。特に有効なのが「比べる」
機能です（図5）。例えば、浮世絵に魅せ
られたゴッホは、1887年に歌川広重の「亀
戸梅屋敷」を模写していますが、両者の作
品はオランダのファン・ゴッホ美術館と
静岡市東海道広重美術館に収蔵されてい
ます。そのため、現実世界でこれを横に
並べて比較することはできません。しかし、
Cultural Instituteの「比べる」機能を使
えば、両者の作品を横に並べて比較する
ことができます。このように、作家が影響
を受けた作品や、同じ作家の年代による
筆致の変化、同じテーマを別の作家がど
う表現したのかなど、作品の比較から学
べることはたくさんあり、美術教育の関係

者からとても有効なツールとの評価を得
ています。
　また『World Wonders』は、地理や環
境問題を学ぶ教材として利用できます（図
6）。教室にいながら世界遺産などの名所
をストリートビューや動画を使ってレク
チャーすることができ、この臨場感たっ
ぷりの体験は、児童・生徒の好奇心や興
味をかき立てる効果が期待できます。
　なお、グーグルでは小学校や中学校、
高等学校の先生が『World Wonders』を
教材として利用する際の「利用の手引き」
と、中高生向けの歴史教材を無償で提供
しているので、教育関係者の方々はぜひ
こちらもご活用ください（図7）。

図3
近代日本画の巨匠、横山大観の名作「紅葉」（昭和6年）。足立美術館（島根県安来市）所蔵。ギガピクセルで撮影された作品は、筆遣いやプラチナ箔の質感まで分かるほど
のディテールで鑑賞できる。※ギガピクセル撮影は、１館につき１作品のみ対応可能

図4  2013年8月19日に行われたプロモーション。Google検索のトップ画面に「ヒロ
　　 シマ・ナガサキ。Googleで歴史アーカイブをみよう」というメッセージを掲載

図5  2つの作品を並べて比較できる「比べる」機能

図6
ストリートビューを使った

『World Wonders』の
プロジェクト例

図7
学校の先生向けに無償提供している「利用の手引き」
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活用法その3
世界に向けた情報発信と

地域経済の活性化
　「Cultural Institute」のもう1つの活
用法は、行政府による国際的なメッセー
ジの発信や地域経済の活性化です。その
具体例として、イタリア政府の地域活性
化プロジェクト、インドの文化省考古調
査局（ASI）による文化遺産の発信、ドイ
ツ政府の平和外交に向けた取り組みをご
紹介します。
　イタリア政府は、国内各地の農産物や
名産品、職人の伝統工芸技術、各地の文
化財、名所などの情報を世界に発信する

「Made In Italy」というプロジェクトを実
施しています。トスカーナ地方のプロ
シュートやシエナ地方のオリーブオイル、
ベローナ地方のテキスタイル、アンコー
ナ地方のアコーディオンなど有名なもの
から知られていない地方の特産品まで、
Googleマップと連動させて世界に向け
て情報発信しています。これはCultural 
Instituteをプラットフォームとして、地方
経済の活性化に取り組んでいる先進的な
事例といえます（図8）。
　インドでは、文化省の考古調査局（ASI）
が『World Wonders』を利用して、重要な
古代記念物や遺跡に関する情報を世界に
発信しています。インド政府では、こうし

た情報を発信することにより、遺跡保護
の重要性を訴えるとともに、観光資産と
しての文化財をアピールしています（図9）。
　ドイツ政府は、1963年にフランスと結
んだエリゼ条約（独仏協力条約）が2013
年に締結50周年を迎えたことを記念し、
これにまつわる様々な写真や資料を『歴史
アーカイブ』で公開しました。この条約に
基づく両国の協力関係は、ドイツ外交の
主要な柱の1つであるとともに、欧州統
合の推進力になったと言われています。
ドイツ政府は、Cultural Instituteとい
う世界規模のプラットフォームを利用し
て、平和外交の大切さとこれからも両国
間ならびにEU諸国との良好な関係を築
いていくことを世界に向けて発信している
のです（図10）。

 
「地方創生」「クールジャパン戦略」

を支援するプラットフォームに
　日本ではすでに37の美術館・博物館
がこのプラットフォームを利用して情報発
信を行っていますが（2015年4月現在）、
まだまだCultural Instituteが貢献できる
場面はたくさんあると考えています。特に
今、政府が重要課題として取り組んでい
る「地方創生」ならびに「クールジャパン
戦略」には非常にマッチすると思います。
日本には、全国各地に様々な美術品や文
化財、さらには食文化、名産品、伝統工芸、
伝統芸能、歴史的建造物、自然景観など、
豊富なリソースが存在します。Cultural 
Instituteを使えば、こうした魅力的な観
光資源を写真や動画、ストリートビュー、

Googleマップなどを使って世界へ発信
できます。
　本特集の冒頭で紹介した大英博物館の
ように、こうした取り組みは海外からの
観光需要を取り込み、地方経済の活性化
につながる可能性があります。
　ARCの赤間教授は、これまでに日本の
美術品、文化財をデジタルアーカイブし
てきた経験を通じて以下のようなコメン
トを寄せてくれました。「浮世絵など国家
的な美術品が海外へ流出することを批判

　グーグル検索画面のロゴが、世界中の行事や祝日にあ
わせて変わることは、多くの方がご存じかと思います。あ
のロゴは、「Doodle」（ホリデーロゴともいう）と呼ばれて
います。Doodleは「いたずら
書き」の意味ですが、1998年
に創業者のラリー・ペイジと
サーゲイ・ブリンが「バーニン
グマンフェスティバル」に参加
する間、「自分たちは不在中」
であることを示すロゴをトッ
プ画面に掲載したのが始まり
でした。
　その後、大学で芸術を専攻
していたデニス・ホワンが入
社し、彼が「20％プロジェク
ト」としてDoodleを引き継ぎ
ました。現在では専門チーム
が、膨大な数のDoodleを作
成しています。
　Doodleは主に、年間行事
や祝日にあわせて掲載されて
いますが、その他にも世界に
大きなインパクトを与えた発
明や発見をお祝いする目的
でも掲載しています。日本を題材にしたものでは、はやぶ
さの帰還（2010年6月13日）や、「イ」の字が表示された

ブラウン管テレビ（ 2011年1月20日、高柳健次郎氏生誕
112周年）、最近ではカップヌードルを発明した安藤百福
氏がDoodleになっています。有名なところでは、富士山が

世界遺産に認定された際
にもDoodleでお祝いしま
した。
　Doodleが世界中から
熱い視線を浴びる時期と
いえば、国際的なスポー
ツイベントは外せません。
これまでにもグーグルは、
バンクーバーやロンドン
のオリンピック・パラリン
ピック大会で競技にちな
んだロゴを毎日公開した
り、2014年のサッカー
ワールドカップ・ブラジル
大 会 で も 試 合 ご と に
Doodleを掲載し、大きな
話題となりました。
　グーグルでは今後も
様々な瞬間をDoodleで
皆さんと一緒にお祝いし
ていきたいと思っていま

す。ぜひGoogleトップページのロゴが変わっていないか、
楽しみにしてください。

図8
地域経済の活性化を目指
すイタリアのプロジェクト

「Made in Italy」

図9  インド文化省の考古調査局は、重要な文化遺産の情報を世界に発信 図10  エリゼ条約締結50周年記念で制作された『歴史アーカイブ』

スポーツの祭典をロゴでお祝い！

❶ 2012年オリンピック・パラリンピック・ロンドン大会のDoodle
❷ 2014年サッカーワールドカップ・ブラジル大会のDoodle
❸ 富士山が世界遺産に認定されたときのDoodle

❶

❷

❸

する方がいますが、私はそうは思いません。
海外で日本の芸術に触れた多くの方々は、
その作品を生み出した文化や社会に興味
を持ち、いつか日本へ行きたいと話して
くれます。私は、海外へ発信される日本
の作品は、ある意味で“文化大使”だと考
えています。この芸術や文化財という“文
化大使”を広く世界へ届けることは、きっ
と海外からの観光客誘致に貢献するもの
だと思います」。
　Cultural Instituteは、日本全国の美術

品や有形・無形の文化財、地方の特産品
などを“文化大使”として世界へ発信する
プラットフォームです。日本は世紀の国際
イベントである東京オリンピック・パラ
リンピックを控える大事な時期を迎えて
います。イベントを成功させるために必
要なことは、日本の魅力を世界へ発信し、
1人でも多くの人に「日本へ行きたい」と
思ってもらうことです。Cultural Institute
はその活動に貢献できる一助となるで
しょう。
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日本では全国37の美術館や博物館がCultural Instituteに参加し（2015年4月現在）、世界に
向けて美術品や文化財、歴史的資料などの情報を発信しています。ここではCultural Institute
に参加された美術館や博物館の方々に、プロジェクト参加に至った経緯や導入後の効果、今後の
期待などについてお話を伺いました。

日本の美術館、歴史博物館の館長が語る
Cultural Instituteの価値とは

―― 山種美術館さまは有数の日本画の
コレクションで知られていますが、これ
まで海外への情報発信はどうされていま
したか。
　当館は、日本で初めての近代・現代日
本画を専門とする美術館です。19世紀後
半以降 （明治期以降）の日本画の中でも人
気の高い横山大観、上村松園、奥村土牛、
速水御舟らの優品を数多く所蔵していま

―― インターネットで作品を公開する
ことの意義についてどうお考えですか。
　当館では約10年前から所蔵作品の画
像公開に力を入れてきました。インター
ネットでの公開は、欧米の大きな美術館で
は当たり前のように行われていますし、公
共の美術館である私どもにとって公開は
当然の役割だと考えています。
―― Cultural Instituteを利用するメ
リットについて教えてください。
　今は世界中の人々がインターネットで
美術館の情報収集を行う時代です。グロー
バルなプラットフォームであるCultural 

　当館にはIT専任の担当者はおりません
ので、学芸員が限られた時間の中で作品
の選定から説明文の翻訳、高画質画像の
準備などを行ったので時間的に大変だっ
たと思います。特に、休館日にグーグル
の方が来館してミュージアムビューとギガ
ピクセル画像の撮影を行う際、「展示室の
アクリル部分が撮影時に反射してしまう
のではないか」「高精細な画像で撮影した
際に埃

ほこり

まで写ってしまったらどうしよう」
「撮影にはどれくらいの時間がかかるのか」

など、いろいろな心配はありました。とこ
ろが、実際の撮影時にはアクリルを外す
必要もありませんでしたし、作品も展示
したままで問題なく、ギガピクセル撮影
もプロの方にお任せできましたので、撮
影は何の問題もなく終了しました。
―― 公開後、来館者が増えたなど何か
実感されている効果はありますか。
　在京大使館の方々や海外のVIPの方々
がご来館されたときに、『Art Project』で
紹介されていることをご案内すると、すで

にご存じの方や実際にご覧になった方が
多く、皆さまから賞賛をいただくことがあ
りました。また、直接的な効果かどうかは
確認できませんが、公開以降、Facebook
の「いいね！」や、Twitterの「フォロー」を
してくださる海外の方が増えています。国
内のエピソードとしては、当館の展覧会に
参加できなかった方がミュージアムビュー
をご覧になり、「まるで実際に訪問したよ
うに疑似体験ができてうれしかった」との
お声をいただいたこともあります。もう1つ
は、収蔵者としてのメリットです。ギガピ
クセルで撮影された画像は、絵の具の質感
や筆致が分かるほど高精細で、このよう
な超精細画像は収蔵者でさえ目にする機
会が少ないので、作品の研究を行う際に
大変貴重な資料になると感じています。

Cultural Institute User’s Voice

す。これらのコレクションを海外の方に
もご鑑賞いただきたいのですが、海外で
は日本の美術というと古画や浮世絵、工
芸品が知られており、近代・現代の日本
画はあまり知られていません。そのような
状況を改善するべく、私どもでは2012
年からFacebookとTwitterを使った情
報発信に取り組んできました。その後、
2013年からCultural Instituteの『Art 
Project』に参加しました。
―― FacebookやTwitterと、Cultural 
Instituteの違いは何だと思いますか。
　当館の所蔵品の多くは著作権も残って
おり、作品画像の無断複製や流用を避け
るため、コピーガードのないサイトでは画像
の解像度を落とすなどの対策を施してき
ました。しかし、この方法ですと作品本来

の魅力や筆致までお伝えす
ることは難しいと感じていまし
た。これに対してCultural 
Instituteは高解像度の画像
を掲載できますから、遠く離
れた国々の方たちに向けて
私どものコレクションを十分
にご紹介できることが第1の
魅力だと思っています。
―― Cultural Institute
導入時も画像の不正流用に
ついて心配されましたか。
　その部分は大きな懸念で
したので、担当の方には何度も質問をさ
せていただきました。そうしましたところ、
グーグルのロンドンにいらっしゃるプロ
ジェクトの責任者から直接ご説明をいた
だき、ダウンロード防止など先進的な技
術が採用されていることを伺い、十分に
納得することができました。
―― 公開前の準備でご苦労されたこと
を教えていただけますか。

実際に山種美術館を訪れたかのような
臨場感で、館内を自由に移動しながら
作品を閲覧できるミュージアムビュー

左の作品は上村松園の
「春芳」、右は速水御舟
の「炎舞」（重要文化財）。
緻密な写実と幻想的な
作風で知られる速水御
舟をはじめ、奥村土牛、
横山大観、東山魁夷な
ど近代・現代日本画を
代表する作品の数 を々
公開している

ルネサンス期から20世
紀初頭までの西洋絵画・
彫刻など国内有数のコ
レクションをCultural 
Instituteで公開している

Instituteへの画像公開は、外国の方々に
私どもの収蔵作品を見てもらえる、ある
いはコレクションに関心を持ってもらえ
るという意味で非常に意義があると思っ

ています。特に日本の場合、美術館は展
覧会を見に行く場所というイメージをもた
れがちですが、Cultural Instituteを見
た方は所蔵作品に関心を持っていただけ
るので、美術館本来の価値をアピールで
きると思います。
―― 画像の不正利用や2次利用を懸念
する声もあります。
　インターネットには、一般の方が美術館

高
精
細
な
画
像
は
作
品
研
究
の

貴
重
な
資
料
に
も
な
り
ま
す
。

山㟢妙子氏
慶應義塾大学卒業後、東京藝術大学大学院美術
研究科後期博士課程修了。学術博士。2007年
より財団法人山種美術財団理事長兼山種美術館
館長。2012年より公益財団法人山種美術財団
理事長兼山種美術館館長。

山種美術館 
東京都渋谷区広尾にある日
本画専門の美術館。山種証
券の創設者である実業家山
㟢種二のコレクション数百
点の展示館として、1966年7月に中央区日本橋
兜町に開館。2009年広尾にリニューアルオープ
ン。竹内栖鳳、横山大観、川合玉堂、菱田春草、
上村松園、 小林古径、 速水御舟など近代から現
代日本画の代表作を所蔵。広く近代日本画を中心
とした収集と展示によって特色づけられている。
http://www.yamatane-museum.jp

山種美術館
海外では触れる機会の少ない近代・現代の
日本画を世界に発信できることが魅力

館長 山﨑妙子氏

国立西洋美術館
インターネットでの公開は、本物を見るために
美術館へ出かけるきっかけになる

副館長兼 学芸課長 村上博哉氏

ⓒKoike Norio
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で撮った写真や本からスキャンした画像
など、質のあまり良くない画像も大量に
掲載されています。そういう状況を避け
られないならば、むしろ高品質の画像を
美術館側が公開したほうがよいと思って
います。また、質の高いオフィシャルな画
像の公開は、質の悪い画像の排除につな
がるのではないかと考えています。
―― これからCultural Instituteの利
用を考えている美術館にアドバイスを
お願いします。
　少し拡大しただけでぼやけてしまうよう
な画像は見た方も失望しますし、他の美
術館が公開している高品質な画像と比較
されてしまうので、参加する以上はディ
テールまで分かる質の高い画像を用意す

―― Cultural Instituteに参画した
背景について教えてください。
　1945年8月6日に何が起きたのか。それ

ることが必要だと思います。
―― 高品質の画像を公開
すると閲覧者はそれで満足
して来館に結びつかないと
懸念する声もあります。
　例えば、日本の古美術は
展示期間が限られています
し、公開は照度を抑えた暗
い場所、しかもガラス越し
なので、細かい部分まではっ
きり見えないことがあります。
そういう意味では、ネット上
でディテールまではっきり見
られることは、むしろメリッ
トではないかと思います。し
かし、本物を鑑賞する意味はディテール
だけではありません。例えば、当館ではモ
ネの「睡蓮」をギガピクセルで公開してお
り、筆遣いや絵の具の盛り上がりまでネッ
トで確認できますが、やはり現物を見た
ときに感じる絵の広がりや奥行きといっ
たものは、コンピューターの画面では伝
わりません。ですから、Cultural Institute
での作品公開は、本物を見るために美術
館へ出かけるきっかけになるメリットのほ
うが大きいと思います。

―― 美 術 館 関係者の間でCultural 
Instituteの話題が出ることはあります
か。
　国内の美術館の学芸員の方とお話をす
ることもありますね。それと、外国の美術館
へ行くときは、事前にCultural Institute
にアクセスして展示室がどのような感じ
なのか調べてから行くこともあります。美
術館の方は同様の使い方をする人も多い
のではないでしょうか。
―― 今後、立体作品の３D画像化を検
討していますが、貴館でも利用する可
能性はありますか。
　彫刻などの立体物をどう取り上げるか
は、重要な課題だと考えています。当館
にはロダンの彫刻など魅力的な立体作品
が多数ありますので、３D画像対応には
期待したいですね。

を世界の方 に々伝えていくのが当館の使命
です。博物館というものは、本来は現場・
現物主義。広島に来てもらって、実際に見

てもらうのが原則です。しかし、より多くの
方に伝えていくためには、あらゆる手段を講
じることが必要です。Cultural Institute
への参画はその1つです。
―― 参画にあたって乗り越えるべき障
害などはなかったのでしょうか。
　博物館の関係者はネットを敬遠する人
も多いんです。参画を決定したのは前館

長ですが、清水の舞台から飛
び降りるような決断だったと
思いますよ。ただ、たまたま
ネットサーフィンをしていて
Cultural Instituteで当館の
ことを知り、興味を持っても
らうという流れがあってもい
いと思うんです。
　私の前職は市の職員でした
が、2000年代の初めごろに
ネットワークの導入を担当し
ました。ネットワークの良さは
やってみなければなかなか理
解してもらえません。抵抗感
を覚える人たちが多かった中
で、旗振り役としてネットワー
クの使い勝手の良さを売り込んで歩いた
側だったんです。
　そういう経験があっただけに、私自身
には抵抗感はありません。ただ、インター
ネットでどこまで正確に情報を伝えられ
るのかは難しいところだと思います。一方
で、積極的に伝えなければ多くの人には
見てもらえません。慎重かつ大胆に取り
組むことが求められます。
―― 何をどう見せていくのかという点
でも工夫が必要ですね。
　原爆は通常の兵器とは違います。こん
なことを言った人がいます。「空襲を受け
た東京は、都市としての骨組みが残って
いた。しかし広島では、都市の記憶ごとな
くなってしまっていた」。そこに復興はありま
せん。再生なんです。広島はあの瞬間に歴

史を奪われました。もう以前の広島ではな
いのかもしれません。それをどう伝えてい
くのか。原爆がもたらした凄惨さと原爆が
奪ったもの、このどちらを強調するかで見
る人の受け止め方は大きく違ってきます。
　Cultural Instituteのコンテンツには、
オープン当時担当した学芸員の感性が活
かされています。凄惨さを強調するだけで
はなく、奪われたものを前面に出しました。
被害者の最後の言葉や持っていた生徒手
帳など、遺族の視点からコンテンツを選択
して展示しています。これからもその延長
線上で展開していきたいと考えています。
―― 今後はどのような展開をお考えで
すか。また、Cultural Instituteにど
のようなことを期待しますか。
　海外から当館を訪れる人は毎年増えて
います。そうした関心の高まりに応える
ためにも多言語化を進めていきます。こ
れからも世界中の方に見ていただく場と
してCultural Instituteの役割は高まって
いくと思います。もう1つは遺品のデジタ
ル化。原爆の遺品も戦後70年を迎えま
す。しかも、被爆というダメージを受けた
ものばかりです。今、4つの収蔵庫で細心
の注意を払って保管していますが劣化は
避けられません。デジタル化していくこと
も保存の可能性を拡げると考えています。
　Cultural Instituteは、博物館同士の
ネットワークづくりのプラットフォームとなる
ことも期待しています。私もポーランドの
アウシュビッツ・ビルケナウ博物館の展
示構成などを拝見し、参考にしています。

私たちのような記憶を残し続けるべき役
割を持つ博物館は世界中にあります。博
物館同士の連携が始まって情報交換
ができるようになると、伝え方もより工夫
できるようになるはずです。Cultural 
Instituteがきっかけとなって、良い関係
構築ができるといいと思っています。

ミュージアムビューでは、
館内の展示作品はもち
ろん屋外の彫刻作品、
ル・コルビュジエ設計の
建築的な魅力も楽しめ
る

「原爆がもたらした凄惨さと原爆
が奪ったもの、このどちらを強調
するかで見る人の受け止め方は大
きく違ってきます。凄惨さだけを強
調するのではなく、奪われたもの
を前面に出しました」と言う志賀館
長。「失われた街を偲んで」「最
期の言葉」「8月5日、最後の日
記」という企画展なども展開し、こ
れからも遺族の視点からのコンテ
ンツを展示していくという
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。村上博哉氏

東京大学大学院修士課程修了。愛知県美術館学
芸員を経て、2006年より国立西洋美術館学芸
課長。2013年より同館副館長兼学芸課長。 専
門は西洋近代美術史。 

志賀賢治氏
名古屋大学法学部卒業後、広島市役所入所。社
会局地域福祉課監査指導室長、企画総務局情報
政策担当部長、広島市立大学事務局長、健康福
祉局 長、 人 事 委員会 事 務局 長などを歴 任し、
2013年広島市役所退職。2013年4月より現職。

国立西洋美術館
東京都台東区の上野公園
内にある、西洋の美術作品
を専門とする美術館。印象
派など19世紀から20世紀
前半の絵画・彫刻を中心とする松方コレクション
が核となって1959年に設立した西洋の美術作品
を専門とする美術館。中世末期から20世紀初頭
にかけての西洋絵画と、ロダンを中心とするフラ
ンス近代彫刻を本館、 新館、 前庭で年間を通じ
て展示している。
http://www.nmwa.go.jp/

広島平和記念資料館
広島県広島市中区に所在す
る博 物 館（ 平 和 博 物 館 ）。
国指定の重要文化財である
西側の「本館」と東側の「東
館」からなり、 観覧は東館から入場し本館から退
出するコースとなっている。東館には原爆投下ま
での広島市の歴史や原爆投下の歴史的背景に関
する展示があり、本館では広島原爆の人的・物的
被害に関する展示が行われている。
http://www.pcf.city.hiroshima.jp

広島平和記念資料館
慎重かつ大胆に。見せ方を工夫することで
より多くの人に“ヒロシマ”を伝えていく

館長 志賀賢治氏
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「従業員も同様にダイバーシティを持った
人材で構成されていないと、エンドユーザー
が望むイノベーションを生み出すことはで
きません」と強調しました。

　一方、学生たちにもダイバーシティに関
する学習機会を提供することの重要性と
意義に言及したのが、GOB Incubation 
Partnersの久保隅綾氏です。「できるだ
け若いうちから自分自身で望むキャリア
を描き、チャンスを見出し、新しい物事
を生み出していく力を身につけてほしい」
と話しました。
　背景にあるのは、学生たちが企業に対
して抱いている違和感です。いったん就
職したら、それぞれの企業ごとに定められ
た育成プランやステップに従って成長し
なければならないという暗黙のお仕着せ
を、学生たちは敏感に感じ取っているよ
うです。
　「既成の“枠”や“箱”を超えてイノベー
ションを実現していく組織や機会をどう
やってつくっていくのか――。企業の足
りない部分に、学生たちが持つエネルギー
やリソースをつないでいきたい」と久保隅
氏は話しました。
　NTTデータ経営研究所の三谷慶一郎氏

S  y  m  p  o  s  i  u  m

　イノベーションを促進する人材として
IT総合人材がありますが、そこで必要な
スキルセットはチームで担保するのが現
実的であり、メンバーとして女性の活躍
が期待されています。リクルートテクノ
ロジーズの石川美礼氏は、「IT融合人材と
女性、そして環境」と題して講演し、リク
ルートグループの取り組みや女性の活躍
事例を紹介しました。

　石川氏によると、イノベーションを生
み出すリクルートグループには、「変化を
よしとする」「Willを大事にする」「多様性」
という3つの特徴があります。この風土
のもとでシステム開発のベーススキルを
持つ女性は、MROC（マーケティング・
リサーチ・オンライン・コミュニティ）や
データ分析（レコメンデーション）などの
分野で活躍を見せています。
　「対話を通じて共感し、本質的ニーズを
引き出すこと。また、そこから『ありたい姿』
を可視化していくプロセスは、コミュニケー
ション能力が強く求められる領域です。
今後、女性の活躍がより期待されるので
はないでしょうか」と石川氏は話すととも
に、その活躍を促進していく「組織の場の
力」が重要であることを訴えました。

女性が21世紀のイノベーションをリードする存在となるために、産官学で
議論を深め、政策提言に結びつけていく必要があります。その活動を推進
するWing（Women & Innovation Networking）は、これからの日本に
求められるICT人材の中でも特に女性の活躍が期待される分野として「デザ
イン」と「起業」にフォーカス。2回の公開研究会を開催し、議論を深めました。

女性の活躍促進を目的とした「Wing（Women & Innovation Networking）」シンポジウム。第2回は「人間中心」「社会重視」
のイノベーション・アプローチとして注目されているデザイン思考の考え方を紹介しつつ、イノベーション人材としての女性
の活躍と人材育成にフォーカス。企業のイノベーションに貢献する女性の現状と課題、イノベーション人材の育成方法に
ついて考察を深めました。

イノベーション人材としての
女性の活躍
「デザイン」と「起業」に着目

企業のイノベーションに
貢献する女性活用
人材育成と活躍の場を
いかに創出していくか

Innovation Nippon Wing 公開研究会
（2014 年度 第 1 回：デザイン、第 2 回：起業）

21世紀のイノベーションをリードする女性とICT  Review

Innovation Nippon Wing 第 2 回シンポジウム
イノベーション人材の育成と女性の活躍  Review

　閑歳孝子氏が2012年9月に個人開発
で立ち上げた家計簿アプリ「Zaim」は、
リリースから3年以上にわたり、Google 
PlayとApp Storeにおいて、広告費を
まったくかけることなくファイナンス部門
の上位を維持し続けています。ダウンロー
ド数は延べ250万件に達しており、日本
最大級のサービスに発展しました。
　閑歳氏は、「スマートフォンアプリを中
心とした新規サービス開発運用の現場」と
題し、アプリを中心としたスタートアッ
プの現状、Zaimを法人化するに至った
経緯などを講演しました。現在、スマー
トフォンのアプリは毎月6万種類もリリー
スされていますが、そのうちの約80％は
誰にも使われないまま消えていきます。そ
うした中でZaimが成長を続けている理
由は、何よりも「テーマ」にあります。
　「日常的に使うもの、普通の人が使うも
の、少なくとも自分は使うもの、と検討
していったとき、『お金』はとても良いテー
マだと考えました」と閑歳氏。さらに、小
さな失敗を重ねながら育てていく「リーン
スタートアップ」の開発手法が成功をもた
らしたことを伝えました。
　2011年3月にオープンし、今年で4年

を迎えたクラウドファンディングサービス
「READYFOR」は、ネット上で少額の支
援を募る新しい資金調達の方法として多
方面から注目を集めています。
　同サービスを立ち上げた米良はるか氏
は、「日本初日本最大のクラウドファン
ディングREADYFOR」と題し、これま
での歩みを振り返るとともに、自治体や
NPO、さらには一般企業まで、効果的な
活用事例が広がっていることを紹介しま
した。
　米良氏によると、現在READYFOR
は国内クラウドファンディング市場の約
40％のシェアを占めており、累計支援額
は12億円、プロジェクト掲載 数は
2100件に達しています。この成長の背
景として米良氏が強調するのは、資金を
出したきりで終わるのではなく、支援者も
ずっとそのプロジェクトに関わっていくと
いう「関係性の実現」です。
　米良氏自身、変革を起こすことを夢見
るタイプではなかったと明かしつつ、「自
分の一歩で少しずつ世の中を変えていけ
る。そんな体験を日本全国、全世界の人
たちに感じていただけるようなサービスに
育てていきたい」と語りました。

日時：2014年11月11日（火）、11月17日（月）
場所：国際大学グローバル・コミュニケーション・センター

日時：2015年2月26日（木）
場所：国際大学グローバル・コミュニケーション・センター

石川美礼氏
Mirey Ishikawa
株式会社リクルートテクノロジーズ
企画統括室
人事部 人事教育グループ

閑歳孝子氏
Takako Kansai
株式会社Zaim
代表取締役

米良はるか氏
Haruka Mera
READYFOR株式会社
代表取締役

　新しい技術の活用は様々な“境界領域”
で起こります。IPAの片岡晃氏は、繊維
メーカーがそのコア技術を航空機や電子
デバイス用の素材開発に発展させてきた
例などを挙げつつ、「イノベーションは、
見方が偏った単一の集団からは生まれて
きません」と、ダイバーシティの重要性を
説きました。
　リーダーシップのあり方を既存の組織
のヒエラルキーの枠内で考えるのは間違
いであり、本来そこには性別による区別
もありません。実際、IPAが主催してい
るセキュリティキャンプなどのイベント
でも、「多くの女性が中心になって活動し
ています」と片岡氏は話しました。
　グーグルの山地由里もダイバーシティは
目的ではなく、イノベーションの“前提”で
あると主張しました。特にグーグルのサー
ビスは、性別や年齢、国籍、障害の有無
によらず利用されるものであるだけに、

もこの意見に大きく賛同。若い人材が企
業の目に見えない“枠”に縛られてしまうこ
とへの危惧を示し、「どういった社内教育
や人事の制度をつくっていくのかというだ
けでなく、その企業が持っているムードや
文化といったものを変えていくことがより
重要です。また、企業だけに頼るのでは
なく、学び直しができる環境を整えるなど、
社会全体のエコシステムについても考え
なくてはなりません」と話しました。

　経済産業省の関万里氏は、行政の取り
組みとして、女性が就業継続した上で、
活躍している好事例の発信に重点を置い
ていることを語りました。これは「辞めて
も戻ってきやすい環境をつくることが大
事」というグーグルの考え方とも共通する
ものです。さらに「社会課題の解決につ
ながる女性の起業支援を通じて、女性の
活躍を後押しできれば」と関氏は、今後に
向けた意向を示しました。

関 万里氏
Mari Seki
経済産業省
経済産業政策局 
経済社会政策室 係長

片岡 晃氏
Akira Kataoka
独立行政法人
情報処理推進機構（IPA）
イノベーション人材センター長

久保隅 綾氏
Aya Kubosumi
GOB Incubation Partners,
Co-Founder

山地 由里
Yuri Yamachi
グーグル株式会社

三谷慶一郎氏
Keiichiro Mitani
株式会社NTTデータ経営研究所
パートナー 
情報戦略コンサルティング
ユニット長
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