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世界のどこかで、自分の身近な場所で、日々生まれゆく無数の情報、無数の作品。
誰かの解釈、誰かの価値観に彩られたそのモノやコトたちを、
自分の意思で自由にシェアできて、またひとつの素材として無料で使えるとしたら？
このページに掲載している26点のビジュアルもまた、それを実践したひとつのカタチだ。※
誰か（作者）と自分（利用者）の関係が、時代の波とともに今、変わりつつある。
Infinite amounts of information and creative output continue to take shape around the world —
even in our own backyards. What if those vast arrays of content, those products of different people’s
visions and values, were yours to share however you wanted and use at no cost whatsoever?
The 26 visuals you see here on this page are real-life examples of that possibility.*
As the waves of time swell and shift, the connections between you (the user) and
those other people (creators) continue to evolve.

Open Mind,
Open Culture

5

4

研究テーマ⑨

* Some of the 26 visuals are numbered. Numbers 1, 2, 3, 
and 5 are available under Creative Commons licenses, 
while number 4 (free secondary use) is available under 
the work’s terms of use. See p. 11 for more information.

※26点中、番号の記載のあるビジュアルがあり
ます。1.2.3.5.はクリエイティブ・コモンズ・ライ
センス、4.は作品（二次利用フリー）の利用規約
に基づいて掲載しています。詳細はP11にて。
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Law is a post facto thing: by nature, it always comes in the wake 
of something in the real world. We don’t make laws without some 
kind of prompt; law waits until something in reality requires 
action. With society in constant flux, however, reality and law 
can’t always stay step in step — and ever since the Internet 
began to permeate our lives, the gap between reality and law 
has continued to widen at an even brisker pace. There’s no way 
for law to keep up with the speed of the online world.
 One of the ideas that’s come out of this context is “Creative 
Commons,”* a new approach to copyright. A “Creative Commons 
license,” which enables an author of a work to set his or her own 
rules on the use of the work, allows other parties to use the corre-
sponding work freely as long as they comply with those set rules.
 The Creative Commons perspective is just one element of “open culture,” a movement 
that focuses on sparking creativity through the openness of the Internet age. Hatsune 
Miku and Kumamon are two prominent examples of this framework, which operates on 
the concept of having authors and users create rules together to sustain and accelerate 
the sharing of ideas. “open data,” “open government,” and other similar initiatives that 
government organizations have started to embrace also fall within the “open culture” realm.
 The world is shifting toward trying to protect virtually every kind of information with 
copyrights and other forms of defense. The creative world is no different: almost every 
work comes with a “©” or some other kind of copyright notice, underlining the general 
assumption among creators that protection needs to come first. When you think about it, 
though, information should be freely available to all. If there’s a vast ocean of information 
out there, copyrighted information only amounts to a few tiny islands — basically, I doubt 
there’s that much expression that really needs or deserves protection. The presence 
of the Internet has opened our eyes to the contradictions between the communality of 
information and the idea of informational exclusivity for some information.
 Imagine that you’ve created something. If another person uses what you’ve made, 
there’s a better possibility of your creation finding its way to broader audiences — but 
if you’re too fixated on protecting it with a copyright, you might stand in your own way 
and stop your creation from getting the exposure it deserves. We’ve seen that kind of 
thing happen to plenty of creators. It should probably go without saying, but there’s no 
point in concentrating solely on protecting your copyrights before you get other people 
to know about or use your work.
 That said, I also want to make it clear that Creative Commons isn’t trying to renounce 
the idea of copyrights outright; the goal of Creative Commons is to uphold the principles 
behind copyrights but “soften” the ways they work to suit the contemporary conditions. 
Every creative act draws on something that came before it. There’s no such thing any-
more as a completely original, made-from-scratch creation. Creative Commons wants 

※ クリエイティブ・コモンズ…クリエイティブ・コモンズ・ライセン
ス（CCライセンス）を提供している国際的非営利組織とそのプロジェ
クトの総称。日本は2004年3月にアメリカに次いで世界で2番目に
CCライセンスをリリース。2007年に東京都の許可を受け、NPO法人
に。2013年活動母体となるNPO法人名をクリエイティブ・コモンズ・
ジャパンからコモンスフィアに変更した。http://creativecommons.jp
（クリエイティブ・コモンズ・ジャパンオフィシャルサイトから引用）

P10のクレジット表示は以下の通りです。  Attribution in P10.
1: ‘Free Child Walking on White Round Spheres Balance’ by D. Sharon Pruitt at https://flic.kr/p/mBmNr  
Licence under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
2: ‘Wyrm Colour Motion Design’ by Drake Welsh at https://vimeo.com/128456217  Licence under 
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
3: ‘Vintage edit 10 treated compressed’ by CA1 CA2 Cornelia Adams at https://vimeo.com/129270529  
Licence under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
4: ブラックジャックによろしく／佐藤秀峰／漫画 on web　Give My Regards to Black Jack / SHUTO 
SATO / Manga on Web
5: ‘Animotion Days’ by Joan Garcia Pons at https://vimeo.com/129321007  Licence under https://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/

　そもそも法律は、性質上、現実の後追いしかできません。まず現実の事象が先
行して、それに対応して法律ができるからです。社会は常に移り変わり続けるの
で、現実と法律との間には乖離が存在してくることになります。特にインターネッ
トが普及した以降はこの現実と法律との間の乖離が進んでいます。法律はネット
のスピードに追いつくことができません。
　そんな時代背景のなかで生まれたひとつの概念が、著作権に関する新しい考え
方である「クリエイティブ・コモンズ」（※）です。「クリエイティブ・コモンズ・ライセン
ス」は、作品の作者自身がその作品の利用に伴うルールを決め、そのルールに則
れば、自由に作品を利用してよいという意思表示ができる、国際的な仕組みです。
　クリエイティブ・コモンズに限らず、ネット以降のオープンな流れを活用したク
リエイションの潮流を「オープンカルチャー」と呼ぶことがあります。初音ミクやく
まモンもそうですが、簡単に言ってしまうと、作者と利用者の当事者同士でルー
ルを作って、積極的にシェアしていこうという試みであり、仕組みであると言えま
す。「オープンデータ」や「オープンガバメント」などの政府や行政の動きをこれに
含めることも可能でしょう。
　今の時代、全体的に情報が著作権などでプロテクトされた世の中になってきて
いますよね。クリエイションの世界も同じで、あらゆる著作物に「©」などの著作
権表示が付いて、守られるのが前提のようになっているんですが、本来情報とい
うのは誰もが自由に利用できるものであるはずなんです。情報というでっかい海
があるとしたら、著作権がある作品というのはそこに点々と浮かぶ小島のような
もの。つまり数多ある情報の中で、保護されるべき表現、保
護に値する表現というのは本来そんなに多くないはずなの
では？と僕は思います。ネットという存在は、そのような情
報の共有性と、一部の独占性の矛盾を可視化しました。例
えば誰かが自分の作品を二次利用してくれることで、そこ
から広がる可能性があるのに、著作権を保護することにこ
だわりすぎて結果的に広がらず、もったいないなと感じたク
リエイターも結構見てきました。当たり前ですが、人々に知
ってもらい、利用してもらう前に、著作権を保護だけしてい
ても意味がないわけです。同時に言いたいのは「クリエイテ
ィブ・コモンズ」は、決して著作権を否定しているわけでは
なく、著作権を尊重したうえで、時代に合うように「柔らか

く」しているだけだということです。あらゆるクリエイションは先人たちのクリエイ
ションから何らかの影響を受けている。ゼロからのクリエイションというものは最
早なく、先人へのリスペクトを前提として新しいクリエイションを行っていくという
思想です。だからオープンカルチャーでは、自分も先人たちから様々な材料やイ
ンスパイアを得て創作を行っているという謙虚さと、それを自らも社会に返してい
き、また自分も社会からフィードバックを得て、次のよりよい表現へとつなげてい
く、という感覚が必要なのかもしれません。「早く行きたいなら1人で行け、遠くへ
行きたいならみんなで行け」というアフリカのことわざがありますが、色々なもの
が集合することでもっと大きな新しいものが生まれる、セレンディピティ的なもの
が働く、そういうことがオープンカルチャーの強みなんじゃないかと思います。
　ただ一方で、僕個人としては何でもオープンにした方が良いとは思っていませ
ん。例えば音楽家の坂本龍一さんは、プロジェクトごと、シチュエーションごとに
クローズドにする音楽とオープンにする音楽を、ちゃんと使い分けされています。
ケースバイケースなんですね。大切なのはクリエイションにあたってクリエイター
の選択肢を増やすことだと思います。クリエイティブ・コモンズを含むオープンカ
ルチャーは、権利に縛られて動けなくなるのではなく、クリエイターの選択肢を増
やすことによって、これまで出合ってこなかった人やモノが出合い、交配すること
によってまた新しいものを生み出していく循環の源となるものです。そうやって、イ
ノベーションを生み出しやすい、豊かな社会の素地を作り出していくことこそ僕が
オープンカルチャーに期待していることです。

著作権の意義、そして広がりを見せる「オープン」の波とは？
知的財産権を専門とし、クリエイションの世界で活躍する弁護士・水野祐さんを
客員研究員に招いて伺った、「オープン」という創作の新しい可能性。
What do copyrights really mean? What’s this “open” idea that continues
to gather momentum? Inviting Tasuku Mizuno, an attorney and intellectual
property rights specialist as a guest researcher, we asked about these questions
and the exciting new creative potential of the “open” approach.

Enriching society through the “open” approach
「オープン」により

豊かな社会を
生み出す

クリエイターの選択肢を増やし、新たな表現を生み出す土壌を作る

Giving creators more options will help
lay foundations for new expression
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to drive creation onward, grounded firmly in a respect for the 
creative backdrop that our predecessors have given us.
      That’s why open culture demands both a sense of humility — 
the understanding that creators produce work out of materials 
and inspirations from the past — and a determination to give 
back to society, gather feedback from the wider audience, and 
strive to make the next project better than the last. In Africa, 
there’s a famous saying: “If you want to go fast, go alone. If you 
want to go far, go together.” The real benefit of the open culture 
approach is that bringing a diverse mix of resources together 
creates greater potential for new creation, making it easier for 
serendipity to work its magic.
      Still, I don’t think that everything should be open. Ryuichi 

Sakamoto, for example, decides whether each of his musical creations should be open 
or closed according to the project and the situation — it’s a case-by-case thing for him. 
The important thing, the way I see it, is to give creators more options in handling their 
creative output. Instead of shackling creative activity with the binds of legal rights, 
Creative Commons and the entire open culture approach want to propel the cycle of 
sparking new encounters, making connections, and giving birth to new creation by 
offering creators a wider range of choices. When I think about open culture, I see the 
potential for the growth of a richer, more fertile society that fosters innovation.

*Creative Commons (CC)
“Creative Commons” refers to the global non-profit organization that provides Creative Commons 
licenses and the organization’s various projects. In March 2004, Japan became the second country 
(following the United States) to release official CC licenses. Creative Commons Japan later obtained 
NPO certification from the Tokyo Metropolitan Government in 2007 and eventually changed the 
official NPO name of its parent organization from Creative Commons Japan to Common Sphere in 
2013. (From the Creative Commons Japan official website)

Open Mind,
Open Culture

Attorney, representative of City 
Lights Law Office, director of Com-
mon Sphere (Creative Commons 
Japan), and Representative Direc-
tor of Arts and Law, Tasuku Mizuno 
provides legal support in fields like 
creative activity, IT, and architecture/
real estate.

弁護士・シティライツ法律事務所
代表。コモンスフィア（クリエイテ
ィブ・コモンズ・ジャパン）理事。
Arts and Law代表理事。クリエ
イティブ、IT、建築、不動産など
の分野に特化して法的なサポート
を提供している。

Tasuku Mizuno水野祐
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音楽、演劇、文学、建築、さらにはご当地キャラクターまで。
水野祐客員研究員推薦のもと、ここではオープンカルチャーのダイナミズムを取り込んだ
クリエイションの一部をご紹介。ここから始まる文化の新たな潮流、可能性。
Ranging from music, theater, and literature to architecture and local mascots,
guest researcher Tasuku Mizuno’s recommendations capture the dynamics of open culture
and creativity in a truly diverse mix: the seeds of new cultural trends and possibilities.

Go-qualia（ゴークオリア）とYako（矢向直大）が主宰するネット音楽レーベル。「作品」を
単一メディアではなく創り手、媒介者、受け取る人のすべてが関わるコミュニケーションの
産物と捉え、すべてのリリース作品をCCライセンス（表示、非営利、継承）の下で管理して
いる。著作権を解放すること自体ではなく、それによって楽曲を“自由に動かせること”に
こそ意義があるとし、アーティスト同士が音楽、映像、絵、文章など様々なコンテンツの垣
根を越えて響き合い、コラボレーションしていくことで新たな「作品」を提供している。

オープンカルチャー
それぞれの選択

現在（2015年7月）同プロジェクトで公開されている戯曲は第54回岸田國士戯曲賞受賞作品『わが星』を始
め、『わたしの星』『妥協点P』『ハイパーリンくん』など全10作品。ネット上で全文試し読みすることも可能。

As of July 2015, the Play Publication Project features 10 works, including Waga hoshi (the winner of the 54th Kishida 
Prize for Drama), Watashi no hoshi, Dakyoten P, and Hyperlink-kun, that users can read in full online.

現在、海外で数千以上存在するネットレーベ
ルを始め、freemusicarchive.orgといったコ
ミュニティサイトでも、CCライセンスでの楽曲
配布の土壌が確立されています。世界標準の
ルールの中で、自由に楽曲使用をできること
こそが、ユーザー同士の音を通じた活発なコ
ミュニケーションを創っていくのだと感じます。

作品を通じてユーザー同士の
コミュニケーションを促進する

The thousands of online record labels operating 
around the world and community sites like 
freemusicarchive.org are moving toward adopt-
ing approaches for distributing music under CC 
licenses. The ability to use music freely within a 
global framework of rules and standards will, I 
think, be a powerful catalyst in getting users to 
communicate actively through the channels that 
sound and music provide.

Helping users communicate
through songs and albums

矢向直大
Naohiro Yako

戯曲を公開することで、まず僕自身が劇作家としてより遠くの
人たちを意識することができました。全国各地の方々に、とも
すればまだ劇団が行ったことのないような場所で上演されて
いるのは本当にうれしいです。そして自作の戯曲たちが、こ
れからの演劇、劇作家の道具となったらと期待しています。

戯曲公開がこれからの演劇を
生み出す糧になる

Releasing my dramatic works to the public has helped me, as a 
playwright, develop an awareness of a broader audience. It’s an 
amazing feeling knowing that theatrical groups are performing the 
things I’ve written for people all across the country — and in some 
places that our troupe has ever been. I hope my works can serve as 
resources for the playwright and theater community of the future.

How releasing dramatic works to the public
can cultivate the future of the theater

柴幸男
Yukio Shiba

Bunkai-Kei records

The entire Bunka-Kei catalog

At Bunkai-Kei Records, an online music label spearheaded by Go-qualia 
and Yako (Naohiro Yako), a musical “work” isn’t just a single form of 
media in and of itself — it’s the product of communication among the 
creators, go-betweens, listeners, and everyone else involved in the 
process. That’s why Bunkai-Kei uses CC licenses for all its releases 
(Attribution-NonCommercial-ShareAlike). Firm in its believe that CC 
licensing is about enabling music to move freely, not simply liberating 
music from the confines of copyright law, Bunkai-Kei provides new 
musical “works” by helping artists transcend boundaries and collab-
orate with one another as their music, video, art, writing, and other 
forms of creative content resound in harmony.

自身もアーティストであるGo-qua
liaの作品をはじめ、エレクトロニカ
／アンビエント等の楽曲を中心にリ
リース。

Bunkai-Kei Records releases electron-
ica, ambient, and other types of music, 
including recordings by Go-qualia — an 
artist in his own right.

bunkai-kei.com

www.mamagoto.org/drama.html

「分解系の全リリース作品」

 “演劇をままごとのようにより身近に”をコンセプトに、劇作家・演出家の柴幸男によって旗揚げ
された演劇集団・ままごと。近年では“その時、その場所で、その人たちとしかできない演劇”
を求め、香川県・小豆島や公園など公共空間での作品上演を行っている。2014年から、もっと
多くの人たちに戯曲を読んでもらいたい、上演してもらいたいという考えのもと、過去の戯曲を
「戯曲公開プロジェクト」としてネット上で無料公開。戯曲をダウンロードして読み物として楽し
むことができ、また申請すれば有料、無料に関わらず自由に作品を上演することができる。

Playwright and director Yukio Shiba formed the Mamagoto theater company around the core concept 
of “making performing on stage as free and easy as playing house” (mamagoto in Japanese). Hoping to 
create works that capture the singular qualities of specific places, times, and performers, Mamagoto has 
recently been performing in Shodoshima, Kagawa prefecture, parks, and other public spaces. In 2014, 
Shiba created the “Play Publication Project” to serve as a free, online depository of his older plays and 
hopefully encourage more people to read and perform dramatic works. Users can download the plays 
to enjoy them as written works and even apply to perform the plays for paying or non-paying audiences.

Mamagoto  Public Publication Project

ままごと「戯曲公開プロジェクト」
O

pen culture / D
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erent options for diff
erent cases
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オープンカルチャー
それぞれの選択

TEDという名称はテク
ノロジー、エンターテイ
ンメント、デザインの頭
文字を合わせたもの。
あらゆる業界の人々が
スピーチを通してアイデ
アを発表する。

“TED,” which stands for 
“Technology, Entertain-
ment, and Design,” gives 
people in all fields oppor-
tunities to present their 
ideas to others.

卒業制作の講評会や講演会、科内コンペ、各種展示の告知などが一律に表示される。
資料としての活用はもちろん、学内の様子を知ることができるのも嬉しい。ウェブサイ
トのデザインはクリエイター集団Semitransparent Designによるもの。

The department website features announcements of and information on graduation project 
critiques, lecture presentations, in-department competitions, exhibitions, and more in a unified, 
standard fashion. Not only does the site provide users with a valuable source of materials, but 
it also gives visitors a close, revealing look at what goes on at the Tokyo University of the Arts. 
Responsible for the website design was Semitransparent Design, a group of leading creators.

継続的に投稿されるTumblr。詩を書く過程のgifアニメやアスキーアートを交えたものなど、ウェブならで
はの表現を効果的に用いている。

Saihate makes regular posts on her Tumblr account, which features animated gifs depicting her writing process, 
ASCII art, and other elements that come from a specifically “online” context.

ぼくの価値　きみにはきっと関係がないもの
ぼくの価値　きみがたとえいようと、いなかろうと、確定されているもの
きみが生きていること　ぼくには本当は関係がないことだ
この時間を、愛という言葉で、ごまかしてしまってはいけない
わずかな嫌悪　わずかな死んでしまえという気持ち　それを打ち消しあう視線
きみがひとつの尊い命であるということを、ぼくは人間だから理解できたんだ
生まれてきて、よかった
　　
「ひとの詩」最果タヒ

我々の目的はアイデアを有効に広げていくこと。TEDが
著作権に対する柔軟性の高さからCCライセンスを使用
しているため、それに準じています。現在は中高生のた
めのTEDxYouth@Tokyoや教員のためのTEDxTeach
ers@Tokyo、他のTEDxとのコラボレーションなど様々
な取り組みに向けて動いています。

良いアイデアを形にするために何ができるか

At TEDxTokyo, our goal is to spread ideas. As TED uses CC 
licensing to provide more flexibility than traditional copyrights, 
we also adhere to the CC guidelines. TEDxTokyo is currently 
involved in a wide variety of initiatives, including TEDxYouth@
Tokyo (a forum for high school and middle school students), 
TEDxTeachers@Tokyo (a forum for teachers of all types), and 
collaborations with other TEDx organizations.

What can we do to turn good ideas into reality? 

トッド・ポーター
TEDxTokyo ディレクター

Todd Porter
Director of TEDxTokyo

www.tedxtokyo.com

tahi.tumblr.com

arch.geidai.ac.jp

Tahi Saihate  Tahi Saihate.tumblr

最果タヒ「最果タヒ.tumblr」    

あくまでご当地キャラ。 “ゆるキャラ”の
生みの親であり商標登録者のみうらじ
ゅん氏からも「ゆるくないからゆるキャ
ラじゃない」とのお墨付き。

Ichibantaro is a “gotochi-chara” (local 
character), not a “yuru-chara” (a “laid-back” 
character with a generally unsophisticated 
design). Illustrator and critic Jun Miura, 
who originally coined the term yuru-chara, 
has made it clear that “Osaki Ichibantaro 
isn’t ‘laid back’ or ‘unsophisticated,’ so he’s 
not a yuru-chara.”

加盟店20店舗以下という小さな商店街・品川区大崎駅西口商店会のご当
地キャラクター・大崎一番太郎。「CC0

ゼロ
（著作者が自身の著作物の著作権を

自発的に放棄する）」に基づき著作権を放棄しており、誰でも自由に使用で
きるのが最大の特徴。キャラクターの存在意義としては「商店街のPRと地
域活性化」が第一なので、著作権や使用料などで権利を囲い込むよりも、
使用条件をゆるめてより多くの人々に利用してもらうことがその目的に叶う
ということで、このような形に至った。営利目的での二次創作や二次利用
可なので誰でも独自にグッズなどを製作・販売できる。

Osaki Ichibantaro is the local character for the Osaki Station West Exit Shopping 
Street Association, a small coalition of no more than 20 member shops along 
the local shopping street in Shinagawa City. The organization has waived all its 
copyrights to the character under a “CC0” (CC Zero) license, an approach that allows 
creators to relinquish their copyrights on their own volition and gives anyone the 
ability to use freely the content. Organizers designed Ichibantaro to be a PR asset 
for the shopping street and a driver of local revitalization efforts, so relaxing the 
usage conditions and giving as many people as possible access to the character 
— not closing off usage rights through copyright legalities or royalties — were 
the primary goals of the project and the main motivators for adopting the CC0 
framework. The license permits for-profit derivative works and derivative usage, 
thereby allowing users to make and sell their own Ichibantaro goods.

Osaki Ichibantaro 
The mascot for the Osaki Station West Exit Shopping Street Association

大崎駅西口商店会マスコットキャラクター
「大崎一番太郎」

2012年、美術学部建築科のウェブサイトの新オープンに際し、ウェブサイト
上の写真、画像、記事などのコンテンツをCCライセンス（表示、非営利、改
変禁止）の下で公開している。国立大学という組織がこのような形態を取り
入れたことは、OER（オープン・エデュケーショナル・リソース＝教育に関
する資料を世界中の人が誰でも利用できるよう、共有財を作ることを目的と
した世界的ネットワーク。教育コンテンツだけでなく、ツールやライセンスの
開発までも含む）の考え方を日本に広めるのに大きな役割を担った。

In the process of launching its website in 2012, the Department of Architecture 
in the Faculty of Fine Arts at the Tokyo University of the Arts decided to release 
the photos, images, articles, and other content on the website under a CC license 
(Attribution-NonCommercial-NoDerivs). The adoption of the CC approach by a 
prominent national university has been instrumental in popularizing the concept of 
OER (open educational resources: a global network for creating shared resources 
— from educational content to tools and licenses — that give people all around the 
world access to educational materials) in Japan.

Tokyo University of the Arts
The website of the Department of Architecture,
Faculty of Fine Arts/Graduate School of Architecture

東京藝術大学
「美術学部建築科｜大学院美術研究科建築専攻
ウェブサイトのコンテンツ」

「世の中に広める価値のあるアイデアの共有」を目的としたアメリカ発の非営利団体TED。TEDx（テデックス）とは
その理念に共感し精神を受け継いだ人々によって世界各地で発足している独自のコミュニティである。TEDxTokyo
は2009年に東京お台場の日本未来科学館で初のカンファレンスを開催、2012年から会場を渋谷のヒカリエに移
し、その動きを拡大させている。TED及び各TEDxカンファレンスでのスピーチはTEDTalksとしてネット上でCCラ
イセンス（表示、非営利、改変禁止）の下に無料配信され、企業や教育の現場などでディスカッションの素材や授
業の教材として積極的に取り入れられている。

TED is an American nonprofit organization that aims to create a “platform for ideas worth spreading.” The TEDx program 
supports people looking to create TED-like events in their own communities across the globe, including Tokyo: TEDxTokyo, 
which held its first conference at the Miraikan in Odaiba, Tokyo, in 2009 and later moved its event site to Shibuya Hikarie 
in 2012, continues to thrive and grow as an event organization. With presentations from TED and TEDx conferences (“TED 
Talks”) available online at no charge under a CC license (Attribution-NonCommercial-NoDerivs), companies and educators 
are actively incorporating TED resources into discussions and classes.

TEDxTokyo

Tahi Saihate began publishing collections of poetry online in 2004 and received Gendaishi Techo Award in 2006 
and Nakahara Chuya Award in 2008. Her substantial body of work includes poetry collections like Good Morning 
(published by Shichosha), Sora ga bunretsu suru (Kodansha), and Shinde shimau kei no bokura ni (Littlemore) 
and novels such as Hoshi ga kemono ni naru kisetsu (Chikuma Shobo) and Kawaii dake ja nai watashitachi no, 
kawaiidake no heibon. (Kodansha). Saihate releases her poems via an online “play poetry” app, Twitter, and the 
Tumblr CC licensing scheme (Attribution-NonCommercial-NoDerivs) in an effort to open up new perspectives for 
modern poetry.

ネット上で作品をただ公開していても、私の名
前を知っている人、私の作品を読みたいと思っ
ている人にしかリーチしません。ネットという流
動的な波に作品を乗せ、作品と人の「偶然の出
合い」を作るためにも、その流動性を握る不特
定多数の発信者による「拡散」は重要だと考え、
CCライセンスを利用することにしました。

Enabling works to reach wider
audiences through “chance encounters”

最果タヒ
Tahi Saihate

Even if I make something of mine available online, 
the content is only going to reach people who know 
my name or want to read my stuff. The idea of using 
the fluid channels of the Internet to trigger “chance 
encounters” between works and people hinges on 
the myriad members of the general public — the 
sources of that fluidity — spreading information. 
That’s why I decided to go with CC licensing.

「偶然の出合い」で
より広い層に作品を広げる

2004年からインターネット上で詩作を公開。2006年に現代詩手帖賞、2008年に中原中也賞受賞。詩集に
『グッドモーニング』（思潮社）、『空が分裂する』（講談社）、『死んでしまう系のぼくらに』（リトルモア）、小
説に『星か獣になる季節』（筑摩書房）、『かわいいだけじゃない私たちの、かわいいだけの平凡。』（講談
社）がある。“詩で遊ぶ”ウェブアプリやゲームのリリース、Twitter、TumblrでのCCライセンス（表示、非
営利、改変禁止）に基づいた詩の公開など、現代詩の新しい捉え方を追求している。
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