
50 　JUNE 2006

 inter inter inter interviewviewviewview inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter inter interviewviewviewview interview inter interview inter interview inter interview interviewviewviewviewviewviewviewviewviewviewviewview

50 　JUNE 2006

デジタルコンテンツ，とりわけ映像コンテ
ンツのインターネット上での流通促進が課題
とされているが，数多あるネット上の動画配
信サイトの中で，今最も注目されているのが
株式会社 USEN1）が運営するパソコンテレビ
GyaO である。去年4月のスタート以来わず
か 1年で視聴登録者数が 860万人（2006年3月
31日現在）を突破，サイトへのアクセス数も
月間2億 pv を超え，民放・東京キー局のホー
ムページ並みの集客を見せている。

GyaO は通称，無料ブロードバンド放送と
呼ばれるが，実態は通信技術を使ったビデオ・
オン・デマンド（VOD）及びリアルタイムの
ストリーミング配信であり，放送法や有線テ
レビジョン放送法が定める放送には当たらな
い。

利用者はパソコンからインターネット上の
GyaO のサイトに入り，視聴登録として性別，
郵便番号，生年月日からなる属性を打ち込め
ば，以後無料でニュース，ドラマから音楽，
スポーツ，アニメ，ドキュメンタリー，教養
番組まで広がる多種多様なコンテンツ 2）を視
聴できる。また GyaO の無料放送を支えるの
はスポンサー企業からの CM 広告料であり，
コンテンツ上映が始まる前に上映されるよう
に編集されている。

こうした GyaO の躍進を支えるのは他のサ
イトにはない魅力的なコンテンツと IT 技術
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  図 1　GyaOの視聴登録者数の推移
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を生かした独特の番組編成である。4月初旬，
コンテンツの編成責任者を務める高垣佳典氏
に GyaO の戦略を聞いた。

GyaOのコンセプト
属性配信を使った「販促メディア」

―GyaOのサービス内容についての議論がス

タートしたのはいつごろですか ?

高垣 :サービスインが去年の 4 月 25 日です。
準備のためコンセプトメイクをしたのが一
昨年（2004 年）の 11 月ぐらいからですか
ね。コンセプトメイクに3ヵ月ぐらいかけて，
サービスの構築は急ピッチでやりました。「放
送と通信の融合」みたいな観点からの議論は
しませんでしたけれども，サービスレイヤー
から見た時に，じゃあ僕らって何になるの ? 
…という議論はだいぶしました。つまり，ポー
タルになるのか，テレビになるのか，はたま
たそれとは違う何かを見いだすのか…この議
論はだいぶやりました。結論としては，ウェ
ブでもなくて，テレビでもないサービスなん
だろうねということに着地した。じゃあ，そ
のサービスって何なの? ということになりま
すが，僕の解釈でいうと，うちは民間企業な
ので“どうやって儲けるの?”ということだ
と思うんです。

インターネットの場合は，ヤフーに代表さ
れるようにバナー広告を張って場所代いくら
と徴収します。ヤフーは莫大なトランジット
があるので広告売上は年間500億円ぐらいで
す。テレビ局の売上高は民放で総括すると，
テレ東が年間1,000億円ぐらい，フジテレビ
で 4,000～5,000億円，日テレ・TBS が 3,000
億円ぐらい。その大半がスポンサード広告モ

デルで成立させているのだから，広告モデル
はビジネス的なスケールが大きい…というふ
うに思いましたが，実際，設計するのには時
間を要しました。

民放と同じように完全に広告モデルをやる
のであれば，それは結局，テレビ型をやろう
としているということに他ならない。でも，
そうじゃないんだ…というところで踏ん張っ
たんです。GyaO の場合は一番初めに「視聴
登録」をしていただきます。これは男女かど
うかと郵便番号7桁と，生まれた西暦と月を
入れることになっている。基本属性はそれだ
けなんです。個人を特定するものじゃないの
で，個人情報保護法うんぬんは関係ない。今，
860万人ぐらいになっているんですが，その
登録データを使って番組も CM も属性配信
しようということにしたんです。

例えばこの消臭剤は 30代の女性だけに
CM を出してくださいとか，自動車メーカー
は，今は自動車の車種をファミリー向けと
か高級車とか女性 OL 向けとか作り分けてい
るので，それを完全にセグメント配信をす
るんです。それをやっていくと GyaO という
メディアは広告宣伝媒体ではなくて，販売促
進媒体，マーケティング媒体になるわけで
す。広告宣伝というと，日本は 4兆円ぐらい
のマーケットがあって，そのうち 2兆2,000
億を民放が CM という形で取っています。
ところが販売促進となると 11兆円超ぐらい
の市場が世の中にあって，例えばモーター
ショーから投げ込みチラシまで，ありとあら
ゆるものが入っているみたいなんですけど，
それを全部“販促”とくくれば 11兆円以上の
マーケットがあって，GyaO はやっぱりここ
を狙おうということになったんです。
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テレビ CM で途中まで温めていただけれ
ば，そこからあとは USEN グループが引き
受けて GyaO や「ヘッドライン」というフリー
ペーパーも使えるし，携帯を使ったり有線放
送もあるので，セールスプロモーション，つ
まり販促をやりますという提案ができるわけ
です。GyaO の場合はそこの属性登録がある
がゆえに販促ツールのようなメディアになっ
ていくだろうと。だからテレビではありませ
んと説明しています。民放各社も今ようやく
そこの仕掛けがわかって，じゃあ一緒に番組
作りましょうとか，連動番組の後番組の方，
つまり再放送を GyaO でやってくださいとか
おっしゃるようになったんです。
―すみ分けができると考えたわけですね，テ

レビ局も。

高垣 :はい。それは一般的に言われている「放
送と通信の融合」みたいなことではなくて，
僕らのメディア論なわけです。
―違うメディアをつくるということですね。

高垣 :そうなんです。だから，見た目はオン
デマンドの民放型に見えますけど，うちの
場合は属性登録を取るという仕掛けが特徴と
なって，大きかったと思います。
―属性登録というものを最初から明確に意識

したんですね。

高垣 :はい，意識しました。やらないとダメ
だろうと思って。しかも，個人情報保護法が
できた後ですから，それをギリギリかわすよ
うなやり方をしました。
―まだ 1年で登録者数は 860 万，世間では

急成長と言われていますが，どうですか ?

高垣 :タダですからね，登録はそれぐらい行
くでしょう。ここまでの内容をそろえてタ
ダですもん，行かなかったらちょっと切ない

じゃないですか。ただ，メディア価値という
意味で登録者数を出してますけど，僕らが意
識するのは，ウィークリーでもマンスリーで
もいいんですけど，総視聴時間の方ですね。
どれだけ見られてるの? というところがやっ
ぱりメディアパワーとしては重要で，今は
トータル，累計で月間 1,200 万時間ぐらいな
んですよ。つまり，1,200 万時間のうちの何
回か CM チャンスが出現するわけですから，
その出現が多ければ多いほど，論理的には売
上げが上がるわけです。だから総視聴時間を
伸ばしていかないとダメなんです。そのため
には面白い番組が必要だ…ということになる
わけです。

コンテンツ戦略1  “横の編成”
無限の時間，チャンネル数の中で
どうやって視聴者を追い込むか ?

― GyaOのコンテンツ編成の基本戦略をどの

ように考えていますか ?

高垣 :編成会議はわりとこまめにやっていま
す。テレビでいう編成会議というのは 24 時
間の縦の編成だと思うんですが，私どもは
24 時間の編成はしなくていい。チャンネル
数も尺も制限がないわけですから。代わりに

“横の編成”と呼んで，一番最小の単位は 1
週間，そこから 2 週間，3 週間，1 ヵ月，3 ヵ
月という期間を編成の単位にしているんで
す。というのはタダなものですから，例えば
この映画が 3 ヵ月間見られると思うと，人っ
て見ないんです。いつでも見られるから，と
思ってしまうからです。ところが，これは 1
週間で下ろすという編成をすると，じゃあ見
なくては…ということになる。僕らはそれが
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根っこに流れている編成なんです。もちろん
持っている権利の期間もありますけれども，
戦略的にはどうすれば一番皆さんに見る気を
起こしてもらえるかという編成をまず心がけ
るわけです。

例えば『あしたのジョー』52話というのを
1話ずつ 3日間ずつ，ずっと出していくとし
ます。するとバーッと人気が上がりました
と。ちょうどゴールデンウィークを迎えたの
で，じゃあ「あしたのジョー祭り」だとかいっ
て，また 1話から，そのときまでにアップし
ていた 16話までを一気にアーカイブするこ
とだってできるわけです。これが僕らの言う
ところの編成なんです。
―テレビみたいに時間の有限性に拘束されな

いから，自由度が高いわけですね。

高垣 :そうなんです。でも，だからといって
有料サイトの「ショウタイム」みたいに 3 万
番組をバーッと上げておけばいいかという
と，これはまた違うんです。
―そんなにあると，どれを見ていいかわから

ない…。

高垣 :「ショウタイム」の場合は，どっちか
というと安売り店のドン・キホーテみたいで，
雑貨がガチャーッと置いてある感じ。そこに
来てもらって，1 本 100 円，200 円で買って
帰ってもらいますというのが（有料サイトの）

「ショウタイム」のモデルです。GyaO の場
合はそうじゃなくて，3 万番組もあるとどこ
に CM があるかわからないというのではビ
ジネスにならないですから，大体 800 から
1,100 ぐらいの番組を，“横の編成”にかける
わけです。それも 1 週間単位でマッピングし
ます。視聴ログ 3）をいろいろ取れますから。
今週この編成でやったら，20 代の女性は総

時間で何時間，30 代の女性は何時間見まし
た，男性は何時間見ましたというのが全部濃
淡で出るんです。それをマッピングすると，
20 代の女性のところが薄かったりするわけ
です。そうすると，ここを濃くするにはどう
いう番組を持ってこないとダメなのかという
議論をする。それは作るの?  買うの? という
話になるわけです。それで濃さを上げていく。
次に，例えば 50 代の男性のところが薄くなっ
てきたよねと。じゃあどういう番組を持って
くるの? みたいな，そういう議論をする。
―その 1週間単位というのは，今週から 1

週間と考えますか?それとももうちょっと先

のことまで考えるんですか?

高垣 : 3 ヵ月ぐらい先のことを考えています。
営業の方が CM を 2 ヵ月先ぐらいまで売る
ので，それとすり合わせながら…。
―当然今だったらワールドカップとか視野に

入っているわけですね。

高垣 :はい，入れてますね。その日程をこっ
ちに持ちながら，このときはスポーツ物はや
らないとか，うちの方はわりとそこはカジュ
アルだし，新番組始めるのも別に改編期はな
いわけですから，突然 5 月の第 2 週から新番
組始められるんです。
―あまり世の中の時間軸に縛られない…。

高垣 :それがオンデマンドです。自分の好き
な時間にこれ見てくださいというサービスで
すから。そのときに競合するのが大相撲なの
かワールドカップなのか，そういったことだ
けが焦点ですから。うちの方は，じゃあワー
ルドカップを見て，寝る前の 1 時間に GyaO
見ようというふうにタイムシフトしていただ
けるわけです。
―テレビが何をやっているかは意識するわけ
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ですね。

高垣 :それは意識しますね。ぶつけてもしょ
うがないですから。ただ，テレビはワンタイ
ムですから，その日のうちに再放送するなん
てことはあり得ないですから，じゃあここら
あたりにこんなものを置いておけば，テレビ
見終わった後で，寝る前の 1 時間ぐらいはこ
ういうところに食いつくんじゃないのとか，
うちはテレビ屋出身も多いので，そういうセ
ンスは生かされていますね。
―日本テレビの土屋敏男さんが言う，生活の

中のスキマですね，テレビみたいな立派な時

間をドーンと取るんじゃなくて…。

高垣 :取れないです。うちは暇つぶしメ
ディアですから，「暇なときに何見るの ?」

「GyaO」って，そんな感じです。

コンテンツ戦略 2   ログ分析
利用者の視聴動向を正確に知り，
編成・制作に生かす

インターネット上の動画配信サービスでは
利用者がサーバーにアクセスした記録はログ
と呼ばれるファイルに残るため，利用者が「い
つ，何を見ていたか」という視聴動向が正確
に把握できる。これをあらかじめ登録された
属性に応じてカウントすれば，属性ごとの視
聴動向分析も可能となるため，GyaO はこの
メリットを最大限生かしながらコンテンツ編
成や制作に挑戦している。因みに GyaO の視
聴登録者の性別，年齢層別のプロファイルは
図2のようであり，男性の 20歳までや 60歳
以上に比べて男性の 20，30代と 40，50代が
ともに約30% と多く，女性は全般に少ない。

また図3はログから集計された GyaO の一

日のトラフィック，つまり視聴の推移につい
てのグラフである。これを図4の民放テレビ
の一日の平均視聴率の推移と比較すると，民
放テレビでは第一のピークとなる朝6時から
8時の視聴が GyaO では少なく，最初のピー
クは昼の時間帯にあること，また最大のピー
クがテレビのゴールデンタイムが終わった夜
10時すぎから深夜にかけてある点が目立つ。

また今回提供されたのは平日のデータ

図4　民放テレビ（地上波）の一日の
平均視聴率（30分ごと）の推移

図 2　GyaOの登録者プロファイル
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図3　GyaOの一日のトラフィック（5分ごと）の推移
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で，土日の場合は朝10時から夕方6時まで
トラフィックは一定しているという。また
今回テレビでは落ち込む午後から夕方にか
けて GyaO の視聴は漸増しているが，これは
GyaO でも異例で，計測した 4月13日はまだ
春休み期間中であったため学生の利用が多
かったから，と高垣氏は分析している。

― 一日の中ではどのあたりの時間帯がよく見

られているんですか ?

高垣 :まずはお昼の 12 時 45 分から 1 時 10
分まで。つまり，オフィスで見ているんです。
ごはん食べた後，みんなでテレビ見てたりす
ると具合悪いですが，パソコン使っていると
罪の意識が薄いじゃないですか。

普通そこからテレビのゴールデンタイムま
で下がっていって，テレビのゴールデンが終
わる夜10時半ぐらいからブワーッとまた吹
き上がってきて，夜の 12時から 1時半ぐら
いまでがピークで，そこから朝に向かって落
ちていく。だからインターネットとテレビを
ちょうど足したような視聴になっています。
―昼間はどんな番組が見られていますか ?

高垣 :まちまちですけど，意外とドラマとか
アニメとか見られていますね。
―ログというのは非常に興味深いですが，人

によっては脅威を感じるという人もいると思

うんです。サンプリングによるこれまでの視

聴率調査や世論調査とは違って，より正確な

情報が取れるそうですが，今どんなことがロ

グからわかるんですか ?

高垣 :ほとんどのことがわかりますね。ログ
ばかり分析しているチームがいますから。
―ログ分析チームってあるんですか。何人ぐ

らいでやっているんですか ?

高垣 :ちょっと秘密（笑）。それはうちの心
臓ですもん。
―コワいですね…。

高垣 :コワいですよ。だから，ある番組を作っ
てもらいましたと。この番組が何回クリック
されましたと。クリックされるだけじゃダメ
で，クリックした何割の人が何分まで見まし
たと。このあいだテリー伊藤さんに作っても
らった 32 分ぐらいの番組が，延べ 80 万人ぐ
らいの平均値を取っても，32 分の番組のう
ち 28 分まで見てるんですよ。つまり，この
場合は面白いんです，番組が。そういうログ
まで出る。ある番組は 1 回目の CM チャン
スが 15 分で入りますと。見始めた人の七十
何 % までが 14 分で終わっていますと。つま
り，CM が来たら，そのタイミングでサヨナ
ラしていますと。サヨナラした人は何十代の
男性が多かったとか，残った人は何十代のど
ちらの性別が多かったというところまで分析
できる。それを制作者とかに渡して「はい，
これで来週から作り直して」となるんです。
―途中でサヨナラした人の層とか…。

高垣 :残った人の層もわかるし，サヨナラした
人の属性もわかるんです。ワンタイムじゃな
いので，分計みたいなものは出ないんですけ
ども，1週間で見れば累積視聴時間数も出ます。
―そうすると，シリーズ物だったら，例えば

1回目でそれを見て，2回目ぐらいで手直し

しちゃうとか。

高垣 :すぐさまというのは難しいですが，あ
ります。6 話 1 セットの情報バラエティみた
いなもので，3 話ぐらいまでやってイマイチ
だと。じゃあこれちょっと週刊誌とタイアッ
プして 4 話はこうつくろう…というのをやっ
たりするんです。これはテレビは絶対できな
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い。ログがあるからできるんですね。
―誰がどのように見ているかわかりますか ?

高垣 :個人まではわかりませんけど，属性の
中ではわかる。“渋谷区に住んでいる 20 代の
女性”とかまでわかりますから。
―かなりクリアに出るものですか ?

高垣 :傾向は面白いぐらいクリアに出ます。男
女と年齢層，住んでいる地域，時間帯ですね。
―視聴動向を読んで，いつごろ見ている人が

多いから，こういうふうにした方がいいん

じゃないかとか…。

高垣 :それはもう十分。画面上の場所の問題
もあって，トップページのメインに何時にど
ういうのを出すかというところまで指示を出
せる。そこに出せば見られますから，確実に。
だから，編成上，午前と午後でメインの位置
にある 4 枚のコマ割りを替えたりするわけで
す。土日やゴールデンウィークにもレイアウ
トを変えます。休み中にもっとリコメンド（推
奨）をやりたくなるからです。
―休みはこういう番組を見たいだろうなと

か，午前中は例えば女の人が多いからとか，

あるんですか ?

高垣 :ありますね。平日と土日だと違います。
平日だったらファミリー向けというのがお
昼前後にやっぱりあるべきだろうと思います
し，それは全部コントロールできます。番組
表のところのつくりまでログで分析します。
番組表の機能はリコメンドですからね。

コンテンツ戦略 3   オリジナルの狙い 
テレビみたいでテレビができないもの

GyaO を運営する株式会社 USEN は前身
の大阪有線の時代から国内最大の有線放送事
業者であったため，もともと音楽業界とのつ
ながりが深く，番組を制作できる人材を抱え
ている。加えて一昨年にレコード会社のエイ
ベックス，また去年映画配給会社のギャガ

（GAGA）を傘下に収めたことで集客力のあ
る音楽ソフト，映画，アニメの調達が容易と
なった。人気ミュージシャンの音楽クリップ
を配信したり，日本封切り前の外国映画を先
行試写扱いで 1週間限定配信するなど，他に
はないキラーコンテンツで集客し，宣伝を集
中するキャンペーンで知名度を上げてきた。

それと同時に購入ものではない自社制作番
組も増加している。久米宏が自動車評論家と
共に話題の新車を品評する「CAR TOUCH ! !」
やテリー伊藤がプレゼンする番組で，恋人同
士が互いのブログを読みあう「愛とブログ」
のほか，タレント・上原さくらがセックスに
まつわる蘊蓄を専門家に聞く教養番組「愛の
カタチ・恋愛博物館」，女性による買春体験
をドラマ化した「レンタル彼氏」，俳優・加
藤雅也が登場するファッション番組「lab（life 
and beauty）」など，弱点である女性の視聴
者層の開拓を意識した番組が目立つ。今年2

GyaOのおすすめ番組欄
（左端はログによる視聴ランキング）
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月の時点ではタイトル数で 4分の 1，番組数
では約半数がオリジナル番組になっている。

―最近オリジナルが増えていますが，これは

編成的には，何を考えてのことですか ?

高垣 :これはもう単純に，テレビ屋であろう
がインターネット屋であろうが，コンテンツ
屋であればやっぱり夢見る「ヒットを出した
い」みたいな，それはどこかには必ずありま
す。同時に GyaO でしか見れないというもの
を持っておかないと，さっきの“タダだから
気軽に見ます”という反面，タダだからオブ
リゲーションがないわけですから，見なくて
いいということにもなる。見る必然をつくっ
ていくためには時事ネタというか，リアルタ
イム性の高いものか，オリジナルで，ここで
しか見れないもの，シリーズ物，連続ドラマ
みたいなものもやっていかないと継続力とい
いますか，何回も来て見ていただくというこ
とになりません。そのためにオリジナルドラ
マなどをがんばって作っているんです。
―現在制作陣はどのぐらいの人数ですか ?

高垣 :グループ会社とか子会社で作っていま
すから，編成で60人ぐらいです。ただ，グルー
プ会社，その下についている制作会社とか，
キャスティング会社，芸能事務所みたいなと
ころまで入れると 100 は超えると思います。
― 100人ほどでGyaOを回していると。

高垣 :そうですね。最近はテレビ出身の人が
多いですよ。
―どの辺りからみえてますか ?

高垣 :民放ですね，やっぱり。キー局出身
の方も地方局からいらした方もいますし，
NHK の OB も何人か来ていただいています。
―コンテンツを拝見していると，プロが作っ

ているという感じがします。

高垣 :そうですね，制作自体はテレビ局で
作っているような有名な制作会社，イースト
さんとかワークスさんとかが作ることもあり
ますし，テリー伊藤さんなどが作ってくれた
り，出演者も久米宏さんや所ジョージさんや，
わりとメジャーな方もカジュアルに出ていた
だけるような感じです。
―どの番組にも 1人くらいは有名人が出て

いるようですね。いろんな番組がありますが，

特にファッションとかセックスの話とかが目

立ちますね。もちろんアダルトビデオではな

く，性の教養番組みたいな，カラッとした雰

囲気のものですが…。

高垣 :はい，そうやっています。それはある
意味でカテゴリーとしてがんばろうという感
じですね。『愛のカタチ』とか『性病先生』（若
い女医が性病に関する若者の悩みに答える
ドラマ）とか，ああいうのはわりとマジメに
作っている。『愛のカタチ』は DVD も出る
ほど人気番組になりましたが，ちゃんとお医
者さんと提携して作っているんです。ああい
うのはテレビでやりにくいでしょ。やるべき
なんだけれども，なかなかやりにくいのであ
れば，オンデマンド性も高いし，アーカイブ
にも耐えるから GyaO でやろうと，新しいカ
テゴリーを狙ってやったんです。
―テレビでやっていけないことではないけれ

ども，これまであまりやられてこなかったと

いう感じがありますよね。

高垣 :そうですね。ただ，1 年ぐらいのログ
を分析してみると，じゃあ一般の人はもっと
ハチャメチャなものを GyaO に期待している
かというと，結局，テレビみたいなことを期
待してるんですよ。あんまりテレビから大き
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く逸脱したような企画番組であるとか，何か
すごいインタラクティブな仕掛けがあるよう
な番組というのは受けない。昔，テレビで『時
間ですよ』というのがあって，お姉さんの入
浴シーンがありましたが，このごろなぜかテ
レビではそういうシーンはないですよね。そ
ういうボーダーというか，オン・ザ・ライン
みたいなところは期待されているんですけど
も，「テレビでこんな仕掛けはできないだろ
う」というような，メチャクチャ凝ったよう
なものはあまり期待されてない。やっぱりみ
んな“テレビみたいなもの”という方が番組
を見ることについては落ち着くんですね。例
えば『オペラ座の怪人』はオペラなので吹き
替えられませんからテレビにはなかなかかか
りにくい。『アラビアのロレンス』って 3 時間
20 分もありますからテレビでは無理といわれ
ます。そんなものが見られたら喜ぶわけです。
でも，これは“テレビみたいなもの”で“テ
レビができないようなもの”というところが
期待されているので，だからといって，テレ
ビで倫理的に問題があるような戦争フィルム
を見たいかというと，そうじゃないんです。
―テレビみたいで，テレビができないもので

すね，コンセプト的には。

高垣 :そうなんです。“テレビができない”と
いう部分も，できそうなんだけどな…みたいな。
―できそうで，できない。

高垣 :そこらあたりを期待されているんで
す。あんまりハチャメチャな企画というもの
でもなくて。ときどきクリエイターの方でも，
テレビで全然できないようなものを作りたい
という企画書を持ってこられるんですけど，
あまりにもかけ離れていて…。
―例えばどんなものですか ?

高垣 :クイズ番組なんですけど，リアルタイ
ムでユーザーとつないで，それを勝ち抜き戦
していきますというような，ウルトラクイズ
のライブ版みたいな，インターネットでつな
げてやりますみたいな…。それは参加した人
は面白いかもわかりませんが，番組的に面白
いかどうかは別です。GyaO を見てリラック
スする時って，あんまり複雑なこと考えなが
ら見ないですからね。どこまでいってもエン
ターテインメントですから。だから，テレビ
だとちょっと物足りないなというぐらいのと
ころを補完してさしあげることが期待されて
いるんだろうと思います。

インターネットの世界ではものすごいエ
ロもグロもありますし，マニア雑誌の集合み
たいな感じじゃないですか。でも，GyaO は
インターネットという技術を使った新しいメ
ディアをつくろうとしているのであって，イン
ターネットそのものではないというふうに僕は
思っているんです。
―インターネット技術を使った新しいメディ

アですね。

高垣 :はい。普通はご存じのように，匿名の
掲示板があったり，非常にマナーの悪いも
のから非常に公共性の高い NPO 的なものま
で，ありとあらゆるものが雑多にあって，自
分たちでリスクを負って勝手に選んでくださ
い，詐欺に遭っても知りませんよ…というの
がインターネットの世界。GyaO はそうじゃ
ない。たしかに配信技術としてインターネッ
トは使っていますが，セキュリティもかけて
いますし，倫理規定もありますし，CM 考査
もあります。そういう意味では放送とそう変
わらない。
―でも内容の規制は受けていないし，国から
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免許を取る必要もないでしょ。

高垣 :あるわけじゃないですけども，そこは
やっぱり自己管理でちゃんと倫理規定とかつ
くってやっております。

―そうされる理由は何ですか ?

高垣 :不特定多数が見るからです。会員管理
じゃないですからね。先ほど申し上げたよう
に視聴登録ですから，子どもを含めてどんな
方が見ても不愉快にならないというのは，こ
れは倫理の原則だと思いますね。有料サイト
の「ショウタイム」の場合は完全に個人を特
定して，クレジットカード入れて年齢認証も
するからアダルトもやっているんです。これ
は会員管理，会員サイトですから。GyaO と
は全く違うと思います。
―こちらではそういうアダルトはやらないと。

高垣 :ええ，絶対やらないですね。これは
NHK がやらないのと同じ理屈です。不特定
多数が見るからです。
―水着になるようなのはありますけど…。

高垣 :あります，それは大好き…（笑）。
でもそれ以上はいかない。一線をつくって

…。もちろんガイドラインもあります。
―そこら辺が非常に興味深いですね。内容に

規制のない世界で，逆にどういうふうに律し

ていくのか？

高垣 :どちらかといったらモラルとかマナー
の問題だと僕は思いますね。規制というの
は，誰かが暴走したときに法律的に決めてい
くのが規制であって，本来それはなくてもい
いことなんです，モラルとマナーがきちっと
守られていれば。規制があるからこれやって
るというわけではなくて，自分たちの中のモ
ラルはつくってますよということだと思うん
です。
―そのことは，マスに見てもらうということ

と関係がありますか ?

高垣 :それはありますね。やっぱり多くの方
に見ていただけないと，スポンサードの形で
やっている以上メディアにならないわけです
から，それはやっぱりマジョリティを取りに
いくというのがビジネスとしては基本です。
―大体どのぐらいの線を目標数値にしていま

すか ?

高垣 :総視聴時間で月間 2,000 万時間は目標
としたいですね。今 1,200 ～ 1,300 ですから，
もうひと乗せしたいという感じです。2,000
万時間というと，地上波の東京ローカル，一
都三県というのが 2,000 万世帯ですから，そ
こが 1 ヵ月に 1 時間見れば 2,000 万時間です
ね。世帯でいうと，そんな感じじゃないです
か。ブロードバンドの環境が 2,200 万世帯と
かでしょ。全国に散らばってますけど，全体
では東京ローカルぐらいのエリアをカバーす
るネットワークはもうすでに通信会社が張っ
ていることになります。だから，そろそろ事
業として成立するのかなと思います。

それから番組の地域配信というのをやって
みたいなと思っているんです。CM も属性配
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信できるのと同じように，四国だけに番組を
配信するという仕掛けもできるんです。そう
すると GyaO は民放でいうキー局と地方局が
同時に自分たちでやれてしまう。例えば四国
の地元のお菓子屋さんとか商店街がスポン
サーになって CM をつけられるような映画
やドラマ番組のパックを，四国の郵便番号を
ザーッと検索して，四国の人たちだけに配信
する…ということもできるんです。そういう
のもまた新しいビジネスの可能性だろうなと
思っています。
―ローカル放送局が嫌いませんか? あるいは

ローカル放送局とタイアップするとか…。

高垣 :それはあり得ますね。地方局の方が危
機意識も高いし，積極的ですから。

コンテンツ戦略 4   間口は広く
マイナーコンテンツの視聴者も取り込む

―私は公共放送でドキュメンタリーという，

どちらかというとマイナーなジャンルの番組

を作ってきたんですけど，そういうジャンル

が IT 化されたビジネス世界で生き残れるか

どうか，やっていけるかどうかに関心があり

ます。あまり大きなビジネスにはなりにくい

ジャンルではありますが，一方でクオリティ

とか見る人の熱心さとかは確実にあると思う

のですが…。

高垣 :それはあります。フォックスと組んで
『ナショナル・ジオグラフィックス』を全部
アーカイブしているんですよ。これが夜の 2
時（のヒットコンテンツ）ですよ。夜の 2 時，
40 代男性です。みんな家に帰って，ぽつね
んと酒飲みながら見てるんです。
―結構しぶいコンテンツがありますよね，民

俗学の番組とか戦時中のアメリカの宣伝映画

とか。

高垣 :そうなんです。僕はフォックスと仲よ
しで，ナショナル・ジオグラフィックスって，
その名前を出さないでアーカイブしていいよ
というので買ってきているんですけど，これ
なんか夜中の 2 時コンテンツです。多分テレ
ビつけても通販しかやっていないし，酒でも
飲みながらぼーっと見ているんです。
―GyaOはそういうジャンルも「あり」と考

えているんですね。

高垣 :ありですね，必要ですよ。総視聴時間
はもちろんこだわらないといけないですけ
ど，あるところでファンをとらまえていかな
いといけませんし，それ見てる人がもしかし
たら韓国ドラマを見るかもわかんないし，そ
れ見た後でアイドルの水着を見ているかもわ
からない。きっかけになればいいし，これが
あるから GyaO を使うんだという刷り込みに
なればいい。アマゾンがそうじゃないですか。
アマゾンで 1 回買ったら，2 回目以降もみん
なアマゾンで買うわけです。

うちはカジュアルで，チャンネル数も尺も
無限なわけですから，置いておくことにコス
トはかからないんです。テレビの場合はそこ
が有限ですから，場所の取り合いになるわけ
です。こんな儲からないやつはやめろとなる
わけですが，うちはそこは別にかまわない。
―つまり間口の広さも持てるということですね。

高垣 :そうですね。それは結局，波じゃない
から，アーカイブですから。「ショウタイム」
の場合は 3 万コンテンツですが，それを普通
に置いてありますからね。GyaO はそこまで
いきませんけど，変なこだわりとか制限はな
いですね。
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GyaOの，これから

今年3月，USEN の宇野康秀社長はフジテ
レビの保有するライブドア株を個人として
購入，今後ライブドアのポータルサイトと
GyaO の連携など両社は業務提携を深めよう
としている。

―ライブドアと連携することでGyaOが変わ

る，よくなることって何かありますか ?

高垣 :トラフィックは来ますからね。あそこ
は 1 日 1 億 pv ありますから，その中の一部
のトラフィックが来るわけですから，それは
大きいです。
―すでにかなり来てますか ?

高垣 :来てますね。
―目に見えて変わっていますか ?

高垣 :はい。
―例えば…?

高垣 :ちょっと数字は言うなと言われている
んですけど，何十倍と違います。
―そんなに違いますか ?

高垣 :僕らにとっては世の中でトラフィック
が一番，お金よりも大事なんですよ。もう何
十年もやっていますが，お金を出しても買え
ないものってトラフィックなんです。
―この先，GyaOをやっていく上で一番大事

にしたいことは何ですか ?

高垣 :やっぱりコンテンツのブランディング
というんですか，テイストといいますか，品
質でもいいんですけど，「GyaO ぽいね」と
言われたり，それが小バカにされた言い方
じゃなくて，「NHK のドキュメンタリーっ
てすごいよね」というのと同じような感じで

「GyaO のエンターテインメントっていいね」
と言われるようになりたい。山手線の中や飲
み屋とかで「昨日 GyaO 見た ?」っていう，
そういう会話が交わされるような，昨日の
GyaO でこれ見てこうだ…というような会話
がなされるといいなと思うんです。一回聞い
たことがありますけど，恵比寿あたりで（笑）。

そのときはうれしかったです。
―やっぱり一目置かれたいですか ?

高垣 :もちろんメディアを目指す以上は。
―率直なお話，どうもありがとうございました。

（ななさわ きよし）         

注
1） 1961 年，大阪有線放送としてスタート，有線

音楽放送で全国の 80% のシェアを占める。二
代目の宇野康秀氏が社長に就任後の 2000 年，
社名を株式会社有線ブロードバンドネット
ワークスに変更，翌年にはブロードバンドサー
ビスを開始。その後レコード会社のエイベッ
クス，映画配給会社のギャガ，ネット企業ラ
イブドアの株式を取得するなどして業務提携
を進めてきた。社名は現在，株式会社 USEN，
従業員数 5,115 名，売上高 1,219 億円（連結，
2004 年 8 月現在）。ただし USEN は，2006 年
2 月中間連結決算では 19 億円の経常赤字と
なった。GyaO で配信する動画の買い付けコ
ストなどが膨らんだためと言われる。

2） カテゴリー 12 種類，タイトル数 255 本，番組
数 1,364 本（2006 年 2 月 9 日時点）。

3） 利用者が視聴のために動画配信サービス事業
者のサーバーにアクセスした記録はログと呼
ばれ，それを調べると利用者が「いつ，何を，
どのくらいの時間見たか」が把握できる。

＊次回，連続インタビュー「動くか，日本の映像コ
ンテンツ」③は日本を代表するアニメ映画のプロ
ダクション，スタジオジブリの鈴木敏夫社長が登
場します。巨匠・宮崎駿監督とのコンビで国際的
にも高く評価される鈴木氏のプロデューサー哲学
を聞きます。


