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[要約]  

「人にやさしい」というフレーズが人口に膾炙するようになって久しい。そして、「人

にやさしい」というフレーズを実体化するうえで欠かすことができない、情報現象と人間

の「脳」との適合性に関する科学的なアプローチが、ようやく本格化し始めた。そこでこ

の事業を、デジタルコンテンツが人々に感動を与える上で映像とともに重要な役割を果た

している音響について、脳科学を含む最近の知見を導入して本格的に検討し、人々に強い

快感や感動を与えるデジタルコンテンツや、その制作・再生システムを実現する上で有効

な知見を提供することをめざして行った。その中で、近年、わが国で発見されたハイパー

ソニック・エフェクト、すなわち人間の可聴域上限(20kHz)を超える高周波成分を豊富に含

む非定常な音が、人間の脳幹、視床、視床下部を含む基幹脳ネットワークを活性化し、そ

れを反映する様々な生理、心理、行動反応をひきおこす現象に注目した。デジタルコンテ

ンツによってハイパーソニック・エフェクトの発現が可能になれば、芸術表現における可

能性が飛躍に増大するとともに、デジタルコンテンツが人々の健康に貢献するという大き

な社会的意義が実現し、それに伴うデジタルコンテンツ関連産業の活性化が期待される等、

多大な効果が期待されるからである。 

第１章 事業の目的 

1.1 事業委員会の目的 

近年、可聴域上限を超える高周波成分を豊富に含む非定常な音が、人間の脳幹、視床、

視床下部を含む基幹脳ネットワークを活性化し、それを反映するさまざまな生理、心理、

行動反応をひきおこす現象（ハイパーソニック･エフェクト）が発見され、注目されている。 

このハイパーソニック・エフェクトを応用することによって、音響・映像の臨場感を高

めるのみならず、強い快感や感動を与えるデジタルコンテンツや、その制作・再生システ

ムが実現することが期待される。一方、都心の生活では環境音に含まれる高周波成分が著

しく欠乏していることも知られはじめた。そこでこの事業では、可聴域を超える高周波成

分が人間の生理や感性に及ぼす影響に関する既往の研究業績の調査と、高周波成分が人間

に及ぼす効用についての事例と可能性に関する調査研究を行い、可聴域を超える高周波成

分を活用した「人にやさしい」システムやデジタルコンテンツがいかにあるべきかについ

ての基礎的知見を得ることを目的とする。 

1.2 事業の概要 

この事業では、ハイパーソニック・エフェクト発見の経緯とその内容、社会的反応や学

術領域での追試研究、先進的な応用事例等について文献調査及び実地調査を行う。また、

ハイパーソニック・エフェクトを再現する実験を行い、脳波を指標としてその発現状況を
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確認する。さらに、可聴域を超える高周波成分を録音・編集・再生しうるデジタル情報機

器が、現状どの程度実現されているかについて、スタジオ用音響機材、民生用音響機材、

空間演出用音響機材の分野について、実測と文献調査等を行う。以上をふまえて、可聴域

上限を超える高周波成分を活用したデジタルコンテンツ実現のための課題を検討・提言し、

まとめとする。 

第２章 事業運営体制 

2.1 事業委員会の推進体制 

本事業委員会は､(財)デジタルコンテンツ協会における開発事業として、開発政策委員

会の基に推進体制を実施している。また､組織メンバーは、財団法人国際科学振興財団理

事・主席研究員大橋力を委員長とし､委員は、豊島政実（四日市大学）、仁科エミ（独立行

政法人メディア教育開発センター）、本田学（国立精神･神経センター）、鈴木和憲（㈱竹中

工務店）、高田英男（ビクターエンタテインメント㈱）、森俊文（㈱ビデオテック）と、事

務局として、田中誠一、大橋淑郎、千葉祐治（(財)デジタルコンテンツ協会）が担当し､

大学､企業､財団等から構成されている。 

2.2 平成 17 年度の活動状況 

本年度は、上記メンバーにより、合計４回の委員会を開催、本事業と密接に関連する世

界初の応用例の現地調査、及び、有識者による講演を行った。これらの調査研究を基に、

ハイパーソニック・デジタル音響システムの調査研究事業を展開した。 

第３章 ハイパーソニック・エフェクトの発見およびそれに続く研究と応用に関する調査 

3.1 はじめに 

人間の可聴域上限に関する初期の研究からハイパーソニック・エフェクトの発見に至る

研究の状況を調査した。次に、ハイパーソニック・エフェクトの発見以後の様々な学術的・

応用的動向について、実地調査と文献調査を行った。さらに、ハイパーソニック・エフェ

クトの再現を、脳波を指標として計測する実験を行い、その発現状況を確認した。 

3.2 ハイパーソニック・エフェクト発見に至る諸研究の整理 

人間の可聴域上限に関する研究は 1920 年代に一つのピークを迎え、「可聴域上限は

20kHz」という定説が出来上がった。1970 年代末から 80 年代初頭にかけて行われた心理学

的手法による研究では、音質の変化として検知されうる制限周波数帯域の上限はほぼ一致

して 16kHz以下であることが示された。これによってオーディオ信号の周波数上限は 20kHz

で十分とされ、ＣＤの記録・再生周波数帯域上限の決定に大きな影響を及ぼした。これに

対して、商業音楽制作の現場で音響制作に携わるアーティストや技術者の間では、20 kHz

以上の高周波領域を電子的に強調することによって音に趣が加わるといった意見が広く支
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持され、一般のオーディオマニアの間にもＣＤの音質が不十分であるという意見が根強く

存在した。ハイパーソニック・エフェクト発見者である大橋力は、音楽家山城祥二として

ＬＰを制作する中で可聴域上限をこえる高周波成分の効果を体験した。 

3.3 大橋らによるハイパーソニック・エフェクトの発見 

大橋らは、従来の心理学的アプローチを一旦離れ、心身の状態を意識・無意識を問わず

直接的・定量的に把握できる生理指標、特に脳活性を反映する諸指標に注目した。そして、

医療目的で開発されてきた既存の生理指標計測法を抜本的に改良し、目的適合性を高めた

手法を再構築した。さらに、100 kHz に及ぶ強力な高周波成分を豊富に含む音源の探索、

それを確保するための録音・編集・再生系の開発、再生システムから非線形歪の差を原理

的に排除しうる音再生系であるバイチャンネル再生系の開発等を行い、可聴域上限をこえ

る高周波成分の効果を改めて検討した。その結果、高周波成分を豊富に含む非定常な音は、

人間の脳幹・視床等の基幹脳とそれに発する神経ネットワークを活性化するとともに、こ

れに導かれた快適性の指標脳波α波の増強、ストレス性ホルモンの減少、免疫活性の増大、

音の一層美しく快い受容の誘導、そして音をより大きな音量で聴く行動の誘起等を導き、

デジタルコンテンツの魅力・訴求力を増大させる上で効果的なばかりでなく、心身の健康

にとってポジティブな効果をもつことが示された。この効果をハイパーソニック・エフェ

クトと総称している。基幹脳ネットワークが聴こえない高周波成分によって活性化される

という大橋らの知見は、権威ある基礎脳科学論文誌 Journal of Neurophysiology に 2000

年に掲載され、その論文は異例な国際的関心を集めている。ハイパーソニック・エフェク

トは高周波成分単独では発現せず、可聴域音と共存する時にのみ発現する。その効果の発

現と消退には時間的な遅延を伴う。こうした実験結果を従来の聴覚生理学や音響工学の知

識によって説明することは難しい。大橋らは、空気振動に対する人間の反応は二次元の構

造をもつという新仮説に基づく「二次元知覚モデル」を構成し、この特異な現象を大きな

矛盾なく説明することに成功した。更に、ハイパーソニック・エフェクトを発現させる超

高周波空気振動は、耳からではなく体表面から受容されることを厳密に実証し、その論文

は世界最大規模の脳科学研究論文誌 Brain Research に 2006 年に掲載された。このことは、

高周波成分の受容が耳を介した気導聴覚系ではなく、体表面に存在する何らかの未知の振

動受容メカニズムによって行われるという事実を実証的に示している。 

3.4 ハイパーソニック・エフェクトの追試・応用に関する調査 

ハイパーソニック・エフェクトの発見は大きな注目を集め、相当の速度をもって社会に

浸透し、追試研究も行われた。一方、ハイパーソニック・エフェクトの重要な一翼を担う

音質差の発生を否定し、あるいは音質差があるにしてもその原因が高周波振動そのものの
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影響ではなく、可聴周波数領域に発生する現象として説明可能であるとするいくつかの知

見や理論が公表された。それに対しては 2006 年に Brain Research 誌に採録された大橋ら

の審査付論文によって厳密な反証が得られ、高周波成分による生理・心理・行動にわたる

複合的な効果の発現について、殆ど疑問の余地のない多くの支持材料が出揃うに至った。 

また、直接的にハイパーソニック・エフェクトの応用がはかられた先駆例として、リラ

クセーション環境シミュレーター『快眠スタジオα』、EXPO'90 全パビリオン中最大数の観

客動員した野外パビリオン『アレフ』、同博覧会催事ランドスケープオペラ『ガイア』、東

京ステーションギャラリーにおけるヒーリングアート『天然曼陀羅』、複合娯楽施設『ソニ

ー・メディアージュ』の中核となる巨大なアトリウムの音環境造成等が、歴史的な成功を

収めている。滋賀県彦根市四番町スクエアでは、ハイパーソニック・エフェクトを応用し

て市街地の音環境を改善・創造する世界初の試み「脳にやさしい街づくり」が文部科学省

の補助金を得て進められており、各方面から多くの注目を集めている。 

3.5 ハイパーソニック・エフェクトの脳波を指標とする検証実験 

脳活性の総合的な指標であり、デジタルコンテンツ評価への応用可能性が高い脳波を指

標として、ハイパーソニック・エフェクトの再現性を確認する検証実験を行った。その結

果、高周波成分を豊富に含む音を聴いている時の方が、高周波成分をカットした音を聴い

ている時よりも、α波ポテンシャルが増大していることが統計的有意に示され、ハイパー

ソニック・エフェクトの再現が確認された。 

3.6 おわりに 

ハイパーソニック・エフェクトについて、その全容を概観した。これをふまえて、ハイ

パーソニック・デジタル音響機器の開発状況について調査を進めることにした。 

第４章 ハイパーソニック・デジタル音響機器の開発状況に関する調査 

4.1 はじめに 

ハイパーソニック・エフェクトを導く音すなわちハイパーソニック・サウンドの構造上

の特徴としては、20kHz をこえる高周波成分を豊富に含み、その周波数上限は瞬間的には

100kHz を大幅に超える場合がある。同時に、そうした高周波成分は、数ミリ秒またはそれ

以下のミクロな時間領域で変化する知覚できない非定常構造を伴い、これを定常的なラン

ダムノイズで置き換えても、同様な効果はえられない。従って、ハイパーソニック・デジ

タル音響機器は、このような振動をもつ音素材をできるだけ忠実に記録したコンテンツ制

作が可能な特性を備えている必要がある。さらに、こうしたコンテンツに記録された情報

をできるだけ忠実に空気振動に変換して、ユーザーに伝達可能にしなければならない。こ

うした条件を満たしうる機材の開発状況について、現状を調査することにした。 
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4.2 スーパーオーディオＣＤ、ＤＶＤオーディオ規格の登場 

可聴域上限をこえる高周波成分を記録・再生できるデジタルコンテンツ規格であるスー

パーオーディオＣＤ（SACD）及びＤＶＤオーディオ規格が 1999 年に提案された。SACD は、

ダイレクト・ストリーム・デジタル(DSD)という信号処理方式を用いて、100kHz 以上の再

生帯域が規格上可能となっている。DVD オーディオは、ＰＣＭ方式という信号処理方式を

用いており、サンプリング周波数は 192kHz または 96kHz、量子化ビット数 24 ビットであ

る。DVD オーディオ規格におけるサンプリング周波数は最大でも 192kHz であるため、96kHz

以上の空気振動を記録・再生することはできない。 

4.3 ハイパーソニック・サウンド対応スタジオ用機材の調査 

SACDや DVDオーディオ等のデジタルコンテンツを制作するためのスタジオ用音響機材に

ついて、高周波成分への対応に注目して調査した。マイクロホンについては、100kHz 以上

の帯域まで周波数特性が及んでいるものは極めて少なかった。ただしごく一部の在来のマ

イクロホンの中に 50kHz 以上の帯域に及ぶ高周波帯域の特性が比較的良好なものが存在し

ていた。記録された電気信号のアナログ／デジタル変換を担当する AD／DA コンバーターに

ついては、現状で圧倒的多数を占めている PCM方式のコンバーターの中に 352.8kHz、384kHz

という高いサンプリング周波数の設定を可能にしている機種が登場していることは注目さ

れる。現状のもう 1 つの信号処理方式である DSD 方式のコンバーターは、市販品は全て SACD

の規格とあわせてサンプリング周波数が 2.8224MHz に設定されている。一方、高速標本化

１ビット量子化方式の権威である山崎を含む一部の研究者たちは、それを上回る性能を有

する研究用機材を開発している。レコーダーには、AD／DA コンバーターと同様の限界が存

在している。ミキシング・コンソールについては、100kHz を越える帯域までかなり平坦な

特性を有するアナログ・コンソールが存在していることが注目される。スタジオでの音づ

くりで重要な役割を果たすデジタル・エフェクター類には、100 kHz を越える帯域に対応

しうる機材は現時点では見出されなかった。 

4.4 ハイパーソニック・サウンド対応民生用音響機材の調査 

仕様上 100ｋHz までの再生可能性を有する民生用 SACD プレーヤーについて再生周波数

特性を計測・調査したところ、対象とした機種の多くは、およそ 50kHz 以上の帯域制限を

行っていることを反映する特性を示した。唯一、大橋らが主として研究目的のために開発

したプレーヤーのみが、100kHz まで平坦な特性を実現していた。高周波帯域再生用のスー

パーツイーターの周波数特性を計測したところ、カタログ上に「～100kHz」という再生周

波数特性が記述されていても、それは 100kHz まで平坦であることを意味しているとは限ら

ず、機種によって周波数再生特性の減衰が著しいことが見出された。高周波成分の再生に
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優れたスーパーツイーターを搭載したマルチウェイ・スピーカー・システムはごく最近、

少なからず登場し、中には 100kHz までほぼ平坦な特性を有するものも見出された。ただし

実測に基づいて調査すると、高周波領域での減衰が著しくないものは極めて稀だった。 

4.5 ハイパーソニック・サウンド対応空間演出用音響機材の調査 

わが国における空間演出用の電気音響設備、すなわち、ホール・劇場等の電気音響設備

は、放送設備に関わる技術を適用するかたちで発展した「拡声設備」としての性格が強い。

拡声設備には、ハウリングが起こりにくく動作が安定していること、十分な音圧レベルで

高品質の拡声音を場内に均一に供給すること、満足できる明瞭度を確保すること等が主と

して要請され、ハイパーソニック・エフェクトを生じさせる高周波成分の再生についての

配慮は現在のところ全くうかがわれない。また、ホール等で使用されているデジタル音響

機材には、前項に示したスタジオ用音響機材の課題と同種の課題が存在しており、可聴域

上限をこえる高周波成分への対応には極めて大きな限界があった。 

4.6 おわりに 

スタジオ用音響機材、民生用音響機材、空間演出用音響機材のいずれの領域においても、

時として 100kHz をこえる高周波成分を含むハイパーソニック・サウンドの記録や再生には

著しい限界を有する機材が殆どをしめていることが見出された。このことは、ハイパーソ

ニック・エフェクトの応用において、その実現のために必要な機材は開発の途上にあり、

将来的には極めて大きな未開拓の市場が存在していることを意味していると考えられる。 

第５章 ハイパーソニック・エフェクト応用上の課題に関する検討 

5.1 はじめに 

ハイパーソニック・サウンドが誘発する基幹脳ネットワークの活動がもたらす脳の報酬

系の総合的な活性化は、デジタルコンテンツにこれまでにない魅力を与え、新しい芸術表

現の展開を促すことが期待される。さらに、基幹脳ネットワークの活動がもたらす自律神

経系、免疫系、内分泌系等生体制御系の強力な活性化は、生活習慣病、発達障害、精神・

行動の異常の防御につながり、既に医療健康分野や都市再生分野で注目を浴び、その応用

の動きが急速に展開している。こうした効果を発現させるデジタルコンテンツには、これ

までにない新たな社会的機能と効果が期待され、娯楽や嗜好品としての副次的な存在から、

心身の健康のために必須の存在へと発展していく契機をもたらす。それによって新しい需

要が生まれ、音楽産業の低落傾向に歯止めをかけることも期待される。新たなデジタルコ

ンテンツの制作と享受を実現するためには、デジタルコンテンツの制作領域、ホール・劇

場等の空間演出用の音響設備領域がいずれも刷新されることになる。家庭用のオーディ

オ・ビジュアルに関わる情報機器や家電においても、世代交代が導かれるだろう。これら
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の流れは、ハイパーソニック・エフェクトがもたらす基幹脳活性化に基づく現代病抑止効

果によって強力に後押しされ、そこに生じる技術的経済的な波及効果は、はかりしれない。 

一方、ハイパーソニック・エフェクトの発見と同時に見出された現状のデジタルコンテ

ンツが内包しているマイナスの影響、つまり「人間には音として知覚できない超高周波成

分を信号処理過程等で高度に除外し知覚できる周波数範囲に限定したメディアの音が、基

幹脳ネットワークの活性低下を導く恐れがある」という問題は看過できない。現行の CD、

MD、MP3、ＢＳ及び地上波デジタル放送用音声規格はいずれも、音として知覚できる周波数

帯域成分についてのみ伝達可能にするものとなっている。必然的にこれらの規格によって

供給されるデジタルコンテンツは、可聴域上限を十分に超える周波数成分をほとんど含ま

ないうえ、人類が進化の途上でおそらく遭遇したことがないであろうほど急峻な高域遮断

傾斜をもつものとなっている。大橋らが実験した範囲では、このような信号構造をもつ音

楽や環境音に触れているときの人間の脳では、音楽等が存在しない暗騒音条件下にある時

よりも基幹脳の活性が低下していることが、複数の直接的・間接的指標上で統計的有意性

をもって観測されている。つまり、ある種の現行デジタルコンテンツが、ユーザーの心身

の健康に対してマイナスの影響をもたらす可能性が示唆されているのである。この知見を

軽視ないし無視し、これに関わる医学生理学的な検討や技術的、社会的な対応を怠ること

は、科学技術倫理の観点から許されないことはもとより、最近の状況の変化からすると、

社会的に厳しい糾弾に晒される恐れの大きい域に入ろうとしている。それは将来的に、例

えば水俣病を始めとする公害問題や薬害エイズ問題等に共通する大きな問題に発展する危

険をはらんでいるからである。過去において、人々の心身の健康に悪影響を及ぼす危険性

があることを知りながら 100%の因果性が証明されていないことを理由にそれを放置する

という態度が合成化学工業等一部の業界に見られた。しかしそれらは、予見されている健

康被害の可能性を企業の利益追求のために隠蔽したとの倫理的に最悪の解釈を成立ならし

め、社会的に厳しい断罪を受けたことは歴史が示すとおりである。今、電子メディア領域

に波及しようとしているこうした問題に対して、デジタルコンテンツ協会が率先して、適

任者を中心とする本格的な研究体制を直ちに構築するとともに、関連する研究開発領域や

団体、企業等にも可及的速やかに注意喚起をする等のしかるべき対応をとることが必要で

ある。化学工業、製薬業等他分野における過去の経験は、それが問題の深刻化を未然に防

いだり、被害を最小化するうえで必須の対応であることを示している。特にデジタルコン

テンツが人々の生活に深く浸透し、現代の情報環境の重要な一翼を担っている現状では、

既に一刻の猶予も許されない状況になっているかもしれない。こうした製造物や技術に対

する倫理を巡る現代の社会環境の変化に乗り遅れることなく、学術界と産業界とが緊密に
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連携し、共通の問題意識にたって一日も早く本格的な取組みを開始する必要があると考え

られる。この現象の発見者である大橋らは、そうした観点から、警鐘を鳴らしている。 

5.2 ハイパーソニック・サウンド対応音響システムの課題 

デジタル音響システムの基礎をなす規格の検討において、これまで「ユーザーの心身の

健康」という観点が考慮された形跡は認められない。しかし、デジタル情報と人間の脳と

の適合、不適合について新たな知見が蓄積され始めた現在、それを無視することはもはや

倫理的に許されない。最新の知見を踏まえたデジタルメディア規格の見直しとその改善・

高度化は、「人にやさしいメディア」を実現する基盤として重要かつ緊急の課題と考えられ

る。スタジオ用音響機材については、100kHz 以上の帯域まで周波数特性が及ぶ新たなマイ

クロホン材の開発、高いサンプリング周波数をもつ研究用 AD／DA コンバーターの実用化、

100 kHz を越える帯域に対応しうるデジタル・エフェクター類、デジタル・オーディオ・

ワークステーション等が実現し、それが生理学医学的な吟味検証と結びつく時に、コンテ

ンツ制作を一新する大きな影響力が発揮されると予想される。民生用システムにおいては

今後、音質の嗜好、外観や大きさ、価格等多くの選択要因に加えて、可聴域を超える帯域

の周波数特性が重要な選択要因になると予想される。そのために必要な情報がユーザーに

十分に公開される必要がある。さらに、現在製造・販売されている業務用の音響設備機器

を用いてハイパーソニック・エフェクトを発生させうる空間演出が可能な電気音響設備を

構成することについては、現状のままではその実現は極めて困難といえる。しかし、視点

を変えて見るならば、このことはハイパーソニック・エフェクトを空間演出に応用すると

いう課題設定の先進性と未開拓の市場の存在を意味し、積極的な展望を導くものといえる。 

5.3 ハイパーソニック・サウンド対応音響コンテンツの課題 

分析の結果、多くの SACD コンテンツには、50kHz を越える帯域に量子化雑音のピークが

観察された。こうした高度に人工的なノイズの存在が人間にマイナスの生理的影響を及ぼ

さないかどうかは未だ不明であり、安全性の観点にたった十分な検討が急務と考えられる。

20kHz をこえる高周波成分が殆ど記録されていないコンテンツもかなり見出された一方、

実際に 100kHz をこえる高周波成分を豊富に含んでいたコンテンツは、例えば大橋らの制作

したもののように、録音段階からマスタリングの全工程において、使用する機材や制作方

法を高度に革新することによって実現したものだった。ハイパーソニック・エフェクト発

現に十分に留意しつつ、SACD や DVD オーディオ制作を目的として新たに制作されるコンテ

ンツでは、高周波成分を従来よりも豊富に含むものが実現されうると期待される。 

なお、現在の音楽スタジオには 48kHz サンプリングで制作されてしまった貴重な音楽演

奏を記録したデジタル・マスターテープが膨大に蓄積されている。それらを今後どのよう
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に扱うかは、極めて重大な問題である。一方、20kHz を大幅に超える高周波成分を豊富に

含むアナログ・マスターテープも厖大に存在している。これらについては、テープの品質

劣化や再生装置の喪失等、貴重な音資源が再生不能となる危機に瀕している。これらの音

資源をいかに有効に活用するかについても、本格的な対応が急がれる。 

5.4 おわりに 

ハイパーソニック・デジタル音響機器の実現は、原理的には、その相当部分が射程距離

に入っている。ハイパーソニック・エフェクトの内容と意義が十分に社会に周知され、そ

れが消費者のニーズとなるとともに、コンテンツ製造者の責任として認識されることによ

って、ハイパーソニック・サウンド対応デジタル音響システムの発達と普及は、急速に進

展していくと予測される。そのためには、デジタルコンテンツ業界自体が、ハイパーソニ

ック・エフェクトの応用と現状のデジタルコンテンツが内包する問題点の克服にむけて、

積極的な検討を主導的に進めることが肝要である。特にマイナスの影響が懸念される問題

に対しては、当事者が率先して克服に誠実に取組むことが、科学技術倫理上、強く要請さ

れているからである。そのため、日本が世界を圧倒的に先導する実績と機会を握っている

現在のハイパーソニック・エフェクト研究チームに対して、年間数億規模の予算措置を始

めとする国際的に有効なレベルでの強力な支援体制を築き、大規模で継続的な調査研究の

実施、特にコンテンツが人間に及ぼす影響についての臨床研究を含む医学的な検討、わが

国の先端情報技術を駆使した機器開発等を優先性の高い課題として推進する必要がある。 

第６章 むすび 

ハイパーソニック・エフェクトがもたらしつつある新しい潮流は、「音」に関わる学術・

技術・芸術及び産業の既存の枠組みを超えて、雄大な展望を拓きつつある。デジタルコン

テンツ産業はその中心的な応用の舞台であり、人々がハイパーソニック・エフェクトを享

受できる状況をつくりだす上で極めて重要な立場にある。可聴域を超える高周波成分を活

用することは、「人にやさしい」システムそしてデジタルコンテンツを実現する上で確実性

の高い方策の一つである。同時に、現状のデジタルコンテンツに懸念されるマイナスの影

響についての対応を、時期を失することなく行うことも不可欠といえる。わが国のデジタ

ルコンテンツ産業の更なる活性化のために、日本原産のこの知見の活用は極めて有効かつ

重要であり、一刻も早く強力な支援体制を築くべきであることを改めて強調しておきたい。 

 

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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