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赤松健のほん

ごあいさつ

こんにちは、漫画家の赤松健です。
この度、山田太郎参議院議員に誘われて、

『表現の自由を守る会』最高顧問に就任しました。
この機会に改めて、自己紹介と今までの活動を
小冊子にまとめて、お届けしたいと思います。

「表現の自由」についての新作４コマ漫画も描きました！
長年、作品を読んでいただいているファンの方にも

「赤松健って誰？」という方にも
楽しんだり驚いたりしていただければ幸いです。
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4　｜ 赤松健のほん

表現の自由４コマ劇場 「今が一番楽しい！」をいつまでも

自由な創作や表現ができる社会でいよう

創作物の論争は大歓迎！

漫画家を目指す大学生だった私は、同じように映画監督、編集者も志していました。
面白いことをしたい。大好きだから。その気持ちはずっと変わらずにいます。そもそも面白いことが好きじゃない
人なんていません。自由に漫画が描けて、楽しく読んでもらえる今が一番いい、といつも思っています。
一方で、そんな日常や楽しみを奪われてしまう可能性があるのが、まさに今なのです。
私は「表現の自由を守る」ことに取り組んでいます。それは10年後も20年後も、今の漫画やアニメたちがずっと
変わらずに楽しめる世の中を目指しているからです。これはOK、あれはダメ。そんな基準で縛られてしまった
ら、エンターテイメントは生まれません。
面白いものには世界を変える力があります。「楽しい！」はみんなの考え方や行動の原動力になるものなのです。
面白いコンテンツに満たされて、喜んだり悲しんだり、時には怒ったりしてもいい。そうした自由を私たちは持っ
ていなくてはいけません。いつまでも、今のように面白いものを自分の好みで選び、味わえる自由な社会。私はそ
れが大好きなのです。

創作物について、感想や考えは人それぞれ。肯定的であ
れ、否定的であれ、その意見について誰もが尊重されて
こそ、自由な社会と言えます。意見のぶつかり合いがあ
るということは、言論や表現の自由がある証です。もち
ろん限度や範囲はありますが、誰かが圧力で他人を制
限することには反対です。とくに国家や法律が人々を
縛りはじめると、作り手も読み手も萎縮してしまいま
す。検閲のある世の中にしたくありません。みんなとあ
れこれ言い合えることが大事なのです。

創作者とファンのために
若い頃から「プロデューサー気質だね」と言われてきま
した。たしかに、いつも誰かの良いところを引き出した
い、面白さや凄さを紹介していきたい、と思っていま
す。表現の自由や創作者の権利を守るために、率先して
動き、創作の現場を守ってきました。私の活動の源は
「多くの人を笑顔にしたい」という強い気持ちです。こ
れからも、創作者とファンのために、表現の自由を脅か
すものと闘っていきます。

4　｜ 赤松健のほん

表現の自由４コマ劇場 「今が一番楽しい！」をいつまでも

自由な創作や表現ができる社会でいよう

創作物の論争は大歓迎！

漫画家を目指す大学生だった私は、同じように映画監督、編集者も志していました。
面白いことをしたい。大好きだから。その気持ちはずっと変わらずにいます。そもそも面白いことが好きじゃない
人なんていません。自由に漫画が描けて、楽しく読んでもらえる今が一番いい、といつも思っています。
一方で、そんな日常や楽しみを奪われてしまう可能性があるのが、まさに今なのです。
私は「表現の自由を守る」ことに取り組んでいます。それは10年後も20年後も、今の漫画やアニメたちがずっと
変わらずに楽しめる世の中を目指しているからです。これはOK、あれはダメ。そんな基準で縛られてしまった
ら、エンターテイメントは生まれません。
面白いものには世界を変える力があります。「楽しい！」はみんなの考え方や行動の原動力になるものなのです。
面白いコンテンツに満たされて、喜んだり悲しんだり、時には怒ったりしてもいい。そうした自由を私たちは持っ
ていなくてはいけません。いつまでも、今のように面白いものを自分の好みで選び、味わえる自由な社会。私はそ
れが大好きなのです。

創作物について、感想や考えは人それぞれ。肯定的であ
れ、否定的であれ、その意見について誰もが尊重されて
こそ、自由な社会と言えます。意見のぶつかり合いがあ
るということは、言論や表現の自由がある証です。もち
ろん限度や範囲はありますが、誰かが圧力で他人を制
限することには反対です。とくに国家や法律が人々を
縛りはじめると、作り手も読み手も萎縮してしまいま
す。検閲のある世の中にしたくありません。みんなとあ
れこれ言い合えることが大事なのです。

創作者とファンのために
若い頃から「プロデューサー気質だね」と言われてきま
した。たしかに、いつも誰かの良いところを引き出した
い、面白さや凄さを紹介していきたい、と思っていま
す。表現の自由や創作者の権利を守るために、率先して
動き、創作の現場を守ってきました。私の活動の源は
「多くの人を笑顔にしたい」という強い気持ちです。こ
れからも、創作者とファンのために、表現の自由を脅か
すものと闘っていきます。



赤松健の取り組みwith「表現の自由を守る会」

表現の自由を勝ち取る！
二次創作と、それを支えるコミケは「新人作家のゆりか
ご」とも言われ、漫画界の発展の大きな力になっていま
す。TPP（環太平洋パートナーシップ条約）が締結される
際、著作権の非親告罪化によりコミケ開催や二次創作が
存続の危機に陥りました。
私は自分自身が同人作家でもあり、自分の二次創作同人
誌も好んで読んでいます。自分の作品を買って読んでも
らい、エンターテイメントと愛を持って二次創作をして
くれるのは嬉しいことです。誰もが尊重しあって二次創
作を楽しむ状況の中で、同人作家が活動できるような環
境作りが必要です。二次創作OKという意思表示である
「同人マーク」を考案するなど対策も行なっており、作家
の意思が尊重され、従来のように二次創作ができる文化
を守っていきたいと考えています。

2021年、参議院議員の山田太郎氏が発起人である「表現の自由を守る会」の最高顧
問に就任しました。作品づくりの現場が置き去りにならないよう、また政治が健全に
機能するよう、クリエイターと政治の両方の視点から問題に取り組んでいます。
現在の日本では、自由な発想が相当に担保されています。我々クリエイターが規制を気
にせずに、想像や創作をすればするほど、作品の可能性が広がるのです。その結果として
たとえば「巨人がやってきて壁を壊し、人間を食う」という奇抜で面白い物語が生まれて
います。
近年は、危険や衝突をあらかじめ避けるため、規制を進めていこうという世界的な流れ
があります。しかし、私は作品を創る上では、あまりいい潮流ではないと思っています。
「私が不愉快だから削除してほしい」「社会的制裁を与えてほしい」「法規制してほしい」
という考え方を俯瞰してほしいのです。なぜなら、何がよくて何がダメなのかは時代に
よって左右され、一度規制が始まると、その後の線引きは非常に難しくなるからです。
「全員が心地いい作品はない。少しの不快を少しずつみんなが受け入れていくのがダイ
バーシティの基本」です。一方で「この表現はひどい」「あれはないよね」という批評・批
判は全く問題ありません。それを受けて作者が「そうか、そういう考え方もあるよね、
じゃあここは変えるか」という場合も十分にありえます。それだって作者の表現の自由
です。
「常識はいつ変わるかわからない」という立場と意識で、あらゆるコンテンツを慎重に
扱っていくべきです。私は漫画家ですから、創作者の立場で表現の自由を守っていこう
と思っています。表現の自由とはゴールがあるものではありません。規制したい、排除し
たいという動きがあるたびに「表現規制という圧力」をその都度押し戻している。その作
業を先頭になって繰り返しているのです。

クリエイターは、多大な努力と時間をかけて作品を作
り上げ、ファンに支えられて報酬を得ます。正規に作
品が購入されると、出版社や創作者など作品づくりに
関わった人たちに売上が分配されます。そこから出版
社は新事業事業を開始したり、これから成長する作家
を支えたりができるのです。
現在、電子書籍漫画全体が海賊版のターゲットになり、
多くの作家に被害が及んでいます。創作者から不当に
利益を搾取する海賊版による被害額は年間数千億円と
も見られ、創造や文化を蝕み、発展を大きく妨げてい

1

海賊版から知財を守る！2
ます。
とくに、まだ紙での単行本を出版できない新人作家は、
売上も読者も海賊版にゴッソリと持っていかれてしま
います。その悔しさはどれほどでしょう。近年、出版
社は無料購読のできる漫画サイトを次々と立ち上げ、
法制化もあり、海賊版の駆逐は進んできましたが、海
外サーバーに置かれた海賊版サイトの取り締まりは難
しく、いたちごっこになっています。引き続き、監視
を続け、状況に応じた対策をしていく必要があります。

エンタメ
二次創作を支援！3

通信の秘密を守る！5

創作物のアーカイブを支援！6

問題は映画・音楽・映像・写真など、多くの現場にあ
ります。アニメーターなどが所属する「日本アニメー
ター・演出協会」が文化庁のプロジェクトでまとめた
『アニメーター実態調査2019』によると、たとえば、
アニメ動画担当の年収は平均125万円ほど。とても生
活していけません。理由のひとつに、下請けにあたる
フリーランス・自営業などが約半数を占め、安定収入
がある正社員・契約社員などは約2割という就業形態の
問題があります。飲まず・食わず・眠らずに働いて、
安く買い叩かれる現状では、いずれアニメ制作の担い
手がいなくなり、アニメ産業自体が衰退してしまうで
しょう。
クリエイティブの制作現場の権利と待遇を改善し、健
康維持や安心して老後を過ごせる経済基盤づくりなど
の支援が必要です。

SNSでは誹謗中傷コメントに対する防止対策のひとつとして、過度な違反コメン
トをストップするシステムを導入する取り組みを試みるメディアも出てきまし
た。一方でブロッキング問題があります。これは、不適切なワードや漫画村などの
違法サイトを検索した場合、プロバイダーが強制的にアクセスできないように法
規制をしようとすることです。現代の検閲とも言え、通信の秘密を保障している憲
法に違反します。違法サイトは看過できませんが、「著作権者を守るため」との建前
のブロッキング法案は問題です。

アーカイブとは、文書や写真、創作物などを記録保管することを言います。ただ保管するだけではなく、デジタル媒体でアー
カイブすることで原本の焼失や消失、劣化を防ぐことができます。大切な創作物を永く後世に継承し、より広く世界に伝える
ために、積極的に取り組むことが必要です。
絶版した紙の漫画をアーカイブして配信する「マンガ図書館Z」は、消滅の危機にある作品を末長く読んでもらうために発案
しました。

クリエイターの
待遇を改善！4
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実在の児童が守られない⁉ 
非実在児童ポルノ問題

未来の表現規制につながる
児ポ法・附則第二条

コミケが二度と開催できない⁉
 TPPによる著作権法の非親告罪化

全国民に影響⁉ 
静止画DL違法化とリーチサイト問題

「表現の自由」の危機との闘い

危機
1999年1月に児童ポルノ禁止法が施行され、その後、
改正のたびに「児童ポルノの中に創作物を含めるか」
が議論されています。2013年、児童ポルノの個人的
保有の禁止を盛り込んだ改正案を国会に提出しようと
いう動きがありました。このとき、山田太郎議員が日
本漫画家協会に連絡をくれました。これが山田議員と
の出会いです。
実写の児童ポルノは、子どもが傷つき、被害に遭うも
のですが、創作物の場合、そこに実在する被害者はい
ません。架空の児童を描いた創作物を取り締まること
よりも、現実の被害者を救済することがこの法律の目
的であるべきです。
そこで、ちばてつや先生や松本零士先生とともに、当
時の法務大臣・谷垣禎一議員や民主党代表・海江田万
里議員、党派を超えた規制派議員たちと面会。直接政
治の現場に働きかけることで危機を免れました。

児童ポルノ禁止法改正案の末尾に盛り込まれた附則第
二条に「マンガやアニメ、ゲームが、児童の性虐待と関
係があるかを調査する」「児童ポルノに類するマンガ
や、インターネットによる閲覧を制限する」という内容
が盛り込まれていました。この条文により、将来的に表
現を規制することにつながる可能性があったのです。
児童ポルノ禁止法は本来、児童ポルノの被害者になる
子どもを守り、保護する目的で制定されました。しか
し、表現規制という被害児童たちの人権とは直接には
関係のないことも法律で制限することは筋違いです。
その筋違いを法案にしたのが韓国の「アチョン法」。実
際の性虐待よりも創作物のほうが罪が重いという本末
転倒な状況になっています。

1 危機
コミケを中心とした同人誌・コスプレ文化が、存続の
危機に瀕しました。TPP締結時に、著作権法がすべて
「非親告罪」になる可能性があったからです。
現在、著作権を侵害した人を訴えられるのは著作権者
本人のみ、という「親告罪」。しかし「非親告罪」と
なると、検察官が独自に起訴できるため、パロディを
描いた作家さんが危険にさらされます。コスプレや
「歌ってみた」「踊ってみた」といった動画、商業誌
でのオマージュも、どれも違法だとして第三者から通
報される可能性があります。これではクリエイターは
萎縮して、創作活動も自由にできなくなり、当然、コ
ミケも開催中止・禁止の対象です。山田議員と一緒に
積極的に働きかけ、二次創作は「非親告罪」から除外
されることになりました。そしてコミケは、変わらず
にその歴史を続けていけることになったのです。

3

危機 2
2019年、漫画の海賊版サイト対策として、著作権法
改正案が提出されました。この法案ではインターネッ
ト上に不法にアップロードされた画像をメモ代わりと
してスクリーンショットを撮ることすら違法になる可
能性がありました。これには侵害を受けている著作権
者である漫画家たちが猛反論。私も有識者・参考人と
して、自民党知財戦略調査会、文科部会の合同役員会
や国会でスピーチ。いわゆる「スクショ違法化」の改
正法案は排除されました。逆に、海賊版漫画を丸ごと
ダウンロードできるリーチサイトについては規制が及
ばないことに。これを違法とするため、1年以上に
渡って関係各所に働きかけました。その結果、スク
ショ自体は法に抵触せず、海賊版サイトへのアップ
ロード行為やリーチサイトは違法であるという法案
が、2020年に可決。衆参全会一致での可決は感動的
ですらありました。
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画業28年、
単行本は累計5000万部以上！

漫画家たちの知恵袋として

仕事人 赤松健の解体新書

漫画家として

代表作『ラブひな』（1998～2001年・週刊少年マガジン連載）は、単行
本累計発行部数2,000万部以上、第25回講談社漫画賞少年部門を受賞。東
大合格を目指す主人公と美少女たちのラブコメディに影響されて、一時は
東大志望者が激増したとも噂されました。次作『魔法先生ネギま！』
（2003～2012年・週刊少年マガジン連載）では新たな作風で人気を博
し、全38巻の長期連載に。2021年現在、その続編である『UQ 
HOLDER！』（別冊少年マガジン）を連載中。
赤松ワールドならではの魅力的なキャラクターが織りなす楽しく優しい物
語たちは、日本のみならず全世界にファンも多く、単行本発行部数は累計
5,000万部以上、その他に海外でも数多くの国で出版されています。

作品づくりに注力したいクリエイターたちは、じつは煩雑な契約や事務手続
きが大の苦手。とくに、日常的に接する出版契約書などは、専門知識がないと
理解するのが難しいものです。よく読むと企業側だけに有利な条件になって
いることもありました。助けを求める漫画家がいれば、同業者としてできる
限りのヘルプを続けてきました。やがては活動が広く知られるところとな
り、「映画・音楽業界にも赤松健がほしい！」と言われるように。

現役同人誌作家として
同人誌出身なので、二次創作やパロディといったコミケ文化には思い入れも
強いです。赤松作品が二次創作で取り上げられることにも大きな喜びを感じ
ています。今でもコミケには出展していて、将来的にはこうしたオタク文化
を海外に輸出できたらいいな、と思っています。

絶版漫画を中心に無料で読める「マンガ図書館Z」、漫画アシスタントの募集
サイト「GANMO」を立ち上げるなど、自由な発想でクリエイターを支援して
います。

2012年に日本漫画家協会に入会、2018年に常務理事に就任。常務理事就任以前から有識者として多くの会議に
参加するほか、被災地支援チャリティ活動などを行なっています。ITの知見からも貢献し、500人ほどだった会員
は現在では5倍の約2,500名に増えました。

作品のメディアミックス展開

世界各地のイベントに招聘

『ラブひな』『魔法先生ネギま！』をはじめとして作品のほぼ全てがアニ
メ化。なかでも『魔法先生ネギま！』はTVアニメ、劇場版アニメ、実写ド
ラマ、舞台へと、幅広くメディアミックス展開されました。
ジャンルを超えた創作とマルチ展開が評価されて、手塚治虫先生、宇多田
ヒカルさん、サザンオールスターズ、村上春樹さんらとともに、人気コン
テンツのトップを表彰する「Amazon.co.jp10周年人気ランキング」コ
ミック部門で殿堂入りを果たしました。

2002年台北ブックフェア（台湾）、Anime Central（アメリカ）、2015年
Leipzig Book Fair（ドイツ）、Japan Expo（フランス）、2021年にはRio 
Anime Club（ブラジル）と、世界各地で開催されたイベントに招聘・参加。
「日本人漫画家・日本カルチャーの代表という意識で現地に向かっていま
す。漫画家本人が出向くことでメディアに紹介されることも多く、作品や
日本の文化に親しみを持ってもらえるようです。こうした活動から、『日
本の作品と文化の架け橋』になれれば、と考えています」。
各国で開催されたサイン会、握手会、トークショーなどでは、アイデアの
着想、創作ノウハウなど、ファンからは質問が次々に飛び出しました。

1968年7月5日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在学中に第50回週刊少
年マガジン新人漫画賞審査員特別賞を受賞し、漫画家デビュー。
デビュー直後から講談社の少年向け漫画雑誌で連載作品を発表、
2021年現在、画業28年に。東京大学、東京藝術大学、早稲田大
学をはじめとする教育機関でゲスト講義多数。

1

『ラブひな』全38巻（Jコミッ
クテラス・ナンバーナイン）

新装版『魔法先生ネギま！』全19
巻（週刊少年マガジンコミックス）

2015年、Japan Expo（フランス・パリ）
に招聘。サイン会・トークショーを行った。

赤松健（あかまつ・けん）

日本漫画家協会常務理事・著作権担当として

3 発案家・アイデアマンとして

私が赤松先生を
紹介します！

2
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いつだってフルスロットル！
「いつ寝てるんですか⁉」
そう言われ続けるほど、走ってきました。
漫画家として、表現の自由を守る者として、
日本だけでなく、世界でも活動しています。
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漫画家として締め切りに追われるなか、
SNSやメディアを駆使して
「表現の自由を守る」ために積極的に活動しています。

現在の活動紹介

https://www.youtube.com/watch?v=9slVXUGQD9g

＠KenAkamatsu

https://hyogen.jp/

表現の自由を守る会

YouTube

Twitter

Webサイト Twitter
@hyogenjiyu
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表現の
自由を
守る会

赤松健の
　　　ほん

表現の自由を守る会


