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多くのインターネット上のVOD1）配信サイ
トが登録者数が伸びずに苦戦する中で，アニ
メーション専門の有料配信サイト「バンダイ
チャンネル」が，順調に売上げを伸ばしている。

2002年10月のスタート時点で月間10万話ほ
どだった売上げは，その後ブロードバンドの普
及と軌を一にするように増加し，3年半後の今
年4月には15倍の月間150万話が見られるよう
になった。150万人が月に一度は20～30分の
コンテンツを視聴していることになる。そして，
これまで累計で2,000万話が見られたという。

もともと，オモチャの販売・製造でスター
トしたバンダイは，1980年代から，テレビ
局，出版社などと製作委員会を組んでアニメ
のテレビ番組や映画の制作・配給に関わって
きた。ヒット作には「セーラームーン」や「機
動戦士ガンダム」のシリーズなどがある。バ
ンダイチャンネルではバンダイ（ナムコ）グ
ループ 2）が出資したコンテンツを中心に，他
社製のアニメも含めた260タイトル，全3,500
本を，自社のサイトだけでなく，OCN（NTT
系）やBBTV（ソフトバンク系）など26の他
のISPのサイトにも配給している。

売上高は非公開だが，仮に有料視聴の1回
分を100円として，150万を乗ずると視聴料
収入は月に約1億5,000万円，これに12 ヶ月
を乗じて，さらに他のサイトへの配給収入

を含めると，年間20億円以上の売上げと推
計される。決算は初年度から黒字続き。サー
バーや配信設備などインフラはISPに任せる
ため，設備投資はいらず，わずか7人の社員
で宣伝や著作権交渉などに当たるコンパクト
な経営が功を奏しているという。また，テレ
ビの視聴率が向上し，DVDやキャラクター
グッズの販売が増加することで，バンダイグ
ループ全体の業績向上にも貢献している。

「もはやテレビがすべてではない」と語り，
ネット発のオリジナルアニメの制作にも力を
入れる松本悟社長に，コンテンツビジネスに
ついての戦略を聞いた。

プロフィール
松本　悟（まつもと さとる）
1970 年，株式会社バンダイ入社，設計課勤務。1985 年，開
発本部長。1991年，ホビー事業部事業部長。1994 年より子
会社である株式会社サンライズ取締役として，アニメーション
制作に携わる。2002年，サンライズ専務取締役を兼務のまま，
株式会社バンダイチャンネル代表取締役社長に就任。

連続インタビュー 　動くか，日本の映像コンテンツ ④

ネットでも強い !アニメのチカラ
（株）バンダイチャンネル社長 
松本　悟 氏

インタビュー・構成 /七沢　潔
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確信していた成功
狙いはネット好きで，コアなアニメファン

―松本さんたちがアニメのネット配信を始め

た 4年前には，今日ほどブロードバンドが

普及していませんでしたね。

松本：全然ですね。5 年前は普及率が 10% で
した。いま現在はもう50%を超えていますが。
―その頃から，いずれは動画配信の時代にな

ると思っていたのですか ?

松本：当時のバンダイグループでは，映像
やアニメのコンテンツを，DVD などセルの
パッケージ以外に展開する可能性を追求して
いました。私が所属するサンライズでもバン
ダイ本社でも，動画ではありませんが，ネッ
トを使って画像の配信をするなど，映像をど
うやって利用，活用するのがよいか，アイデ
アの練り込みをずっとやっていました。イン
ターネットは 5 年前はまだ太いラインにつな
がっていなかったけれども，これからは動画

配信の時代になってくるだろうという見通し
がありました。

コンピューターもそうなんですが，新しい
ハードに注目をする層というと，大体アニメ
のファンが多いんです，過去の例からすると。
例えばファミコン時代もそうでしたし，その
後のDVDのときもそうですし，そういうア
ニメのコアファンが中心になって新しいもの
に移行していった。こだわりを持った人がパ
ソコンやいろんなソフトを手に入れたという
か，取っかかりはそういう人たちだった。ア
ニメを含めてコアになっているファンが多
かったので，そういう意味では配信について
も，オタクと言われる，いわゆるマニア，好
きな人が最初に飛びつくだろうという予測は
していました。インターネット利用者は全体
のわずか10%に満たないシェアだったんで
すけど，その10%のほとんどはアニメのファ
ンだろうと考えました。ADSLの前はISDN
という時代もありましたけど，その時代も最
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図 1　バンダイチャンネルの有料配信の実績

バンダイチャンネル提供資料より
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初に飛びついた人はやっぱりコアのユーザー
だったと思うし，当然次のアニメ動画配信に
もアニメのファンがついてくる，それが起爆
剤になっていくだろうという考え方でやりま
した。そういう意味では予測がぴったり当た
りましたね。
―日本のアニメの DVD 販売額は年間 930

億円で，その 3割をバンダイグループが占

めているといわれます。アニメのネット配信

をすることで，その売上げに影響が出るので

はありませんか ?

松本： 同じグループでも，例えばパッケー
ジ，DVD，あるいはその前の LD とか，い
わゆるモノを売っている商売と，配信という
ビジネス，あるいはレンタルというカテゴ
リー，それはどうしてもバッティングしてき
ますね。当然そういうところは近い将来，整
理しなければいけないだろうという予測はあ
りました。逆に言うと，アニメを配信すると
いうことで，DVD のセールスにも当然先々

影響が出るはずだから，その辺のすみ分けと
いいますか，グループの中で，ビジネスとし
てのテリトリー分けといいますか，整理をし
なきゃいけない時代が近いうちに来るという
予測でやっていました。その反面，配信によっ
てそういうものを全部取り込めるとも思って
いました。
―取り込むと言いますと…?

松本： DVD のレンタルとかありますよね。
レンタル店に行って借りるというユーザーの
行動がなくても，家にいて配信で手に入るわ
けですから，レンタルのファン，ユーザーは
当然配信の方に徐々に移行していくだろう
と。配信の線の太さ，クオリティが上がって
いけば，レンタルで見るクオリティと変わら
なくなってきますので，そのときにどちらが
本当に有効だろうか，あるいは両方共存する
のか…その葛藤は当初からありました。
―日本におけるレンタルビデオの市場規模は

2,400 億円で，アニメはその 20%の約 480

億円を占めるといわれます。それをネットで

の VOD配信がどのくらい吸収するのか，と

いうことですね。現在のところは，まだ並び

立っているような状態ですね。

松本： いまは両立してますね。
―いまのところうまくいっている理由は，

さっき言われたようなネットユーザーの性向

と関係がありますか ?

松本： ネットで入り込んだユーザーは，今
のものには当然満足はしていないでしょうけ
ど，配信でアニメを見ている。アニメが好き
な人というのは，DVD を買って持っていて
も，配信でも見るんです。またイベントのよ
うなものをやると，それにも行く。要するに，
所有するという欲求と，見るという欲求の双

バンダイチャンネルのサイト
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方を追い，なおかつ見る手段が
いろいろ変われば，新しい手段
でもまた見たい。携帯でアニメ
の配信が始まっていますけれど，
それも見たいという欲求がある
と思うんです。逆にそれを見た
ことで DVD が売れなくなるか
というと，そうじゃない。お皿
もちゃんと買ってもらえる。
―自分でDVDを持っていても，

さらに配信で同じものを見るん

ですか ?

松本： 配信でも見る。それが動
機づけじゃないでしょうけど，
逆に配信で見て，お皿買っても
いいよな，ともなる。その辺は
同じ映像でも，ほかのカテゴリー
とはちょっと違います。今度ブルーレイとか
HD のビデオが，たぶん普及するんでしょう
けど，そこでもやっぱり同じタイトルを出す
ことになると思うんです。DVD を持ってい
ても，ブルーレイのお皿も買ってもらえると
いうことになると思いますね，たぶん。
―とってもありがたい，コレクターのような

人々ですね。どのぐらいの人口がいると思わ

れますか，そういう熱心なファンは。

松本： 例えばスタジオジブリさんの作品と
かは，家族で見にいきますよね，親子で，男
女関係なしに。そういう部分もアニメのファ
ンに入れるのかどうかで全く違うと思うんで
すけど，要するに，アニメの潜在的ファン
というのは 2,000 万人ぐらいいると思うんで
す。あるいはもっといるかもしれない，人口
の半分ないし，3 分の 1 強はいるかもしれな
い。でも，さっき言ったような，お皿を買っ

て，さらに配信も見てみたいという，いわゆ
るコアのユーザーというのは，せいぜい 100
万前後じゃないですかね。もっと濃いところ，
ナンでもカンでも集めるというコレクター的
な人々は 30 万人とか 40 万人というところで
しょうね。
―そうすると，バンダイチャンネルさんの場

合は 100 万人ぐらいのコアな支持層を中心

としたビジネス…。

松本：ただ，それだけですとビジネス的には
踊り場に行っちゃいますので，最終的には，
そのコアのユーザーはちゃんと大事にしてお
いて，他方でスタジオジブリさんの作品のよ
うな，いわゆるファミリーに見てもらえるよ
うな映像の配信というのも次のステップで考
えています。それは同じ戦略の中ではなくて，
別のカテゴリーとして。

図 2　バンダイナムコグループの事業別売上高（2005 年）
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（株）バンダイナムコホールディングス決算報告書（平成 18 年 3 月期）より
（全体売上高は事業別売上高を 1 億円未満四捨五入した上で合計）
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オモチャからコンテンツへ
バンダイグループのビジネスの変遷

バンダイは1950年に東京・浅草で創業し
た老舗のオモチャメーカーである。1963年
に「鉄腕アトム」のキャラクター商品を発売
して以来，テレビ番組のキャラクターグッズ
や関連したオモチャの販売が売上げのほとん
どを占めてきた。だが1988年にメディア事
業部 3）が新設され映像事業への本格的な進出
が始まると，テレビ番組，劇場映画，ビデオ

（DVD）の制作販売を主力とする映像・音楽
ビジネスのシェアが次第に増加，携帯ネット
ワーク事業や，ゲーム事業も加えて，開発し
たキャラクターやコンテンツの著作権の保持
を中核とするビジネスに転換している。

松本：昔のバンダイは，ただテレビ放送して
オモチャが売れればいい，みたいな戦略で
やっていましたけど，いまはオモチャを作る
だけじゃなくて，当然グループで映像を作る
会社もあったり，配信するチャンネルがあっ
たり，お皿もある，あるいは音楽もあり，み
たいなことになった。すると，いろんな意味で，
オモチャだけじゃないカテゴリーを意識しな
きゃいけない。いままではオモチャ化権を取
ればよかったけれども，それが今度は原著作
権，あるいは音楽も原盤権を含めたところに
投資をするべきで，それをグループでちゃん
とキープする戦略をとるべきだということが，
だんだん形として見えてきました。いままで
のライセンスをしてもらう商売から，ライセ
ンスはしないまでも，グループでちゃんと原
作をキープする，コンテンツをキープすると
いう位置づけになってきました。

―コンテンツを発表する媒体としてはテレ

ビ，劇場，ネット配信，それからDVD，こ

の 4本柱でやっていこうというのですね。

松本：アニメはやっぱり最大の柱は DVD で
すね。お皿の販売が一番リクープが大きい。
例えばバンダイチャンネルでも配信は 30 分
で平均 100 円ですから，収入的には知れてい
ます。それだけでリクープはとてもできない
です。そういう意味でも，VOD という手段
はひとつのプロモーション，告知をするため
の媒体，しかもアニメですから，濃いユー
ザーに見てもらう配信のメディアとしての利
用ですから，訴求効果は一番大きいと思いま
す。テレビというのは視聴率がいくらあって
も，本当に好きな人がどこまで見ているかわ
からない。子供たちはテレビを見ても DVD
は買ってくれないんです。それが，本当にピ
ンポイントの，ターゲットをちゃんと絞った
戦略を持っていれば，ネット配信をすること
で本当にアニメが好きなユーザーへの訴求は
十分カバーできます。これは大きいですね。

個別需要に訴求する新メディア

―テレビ番組や劇場映画の制作に参画するこ

とと，ネットで配信するということの関係を，

いまはどう位置づけておられますか ?

松本：私なんかバンダイチャンネルの設立当
初から外向けにも内向けにも言っているんで
すが，ただ単に配信をするだけじゃなくて，
メディアになりたいと願っています。テレビ
局と対抗するとか，そういう意味ではなくて，
一種のメディア…要するに，情報の発信チャ
ンネルになりたい。それは新作の発表の場で
もあるし，あるいはいろんなプロモーション
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をやることで，ユーザーにいろいろな意味の
幅広い告知をする役割を持ちたい，持つべき
だと思ってスタートしました。その役割は
徐々に果たしつつあると思っています。
―いままではコンテンツ作りですよね，映画

にしても，テレビ番組にしても。そうではなく

て媒体というか，メディアをやってみたいと。

松本：情報発信を含めたメディアという立場
を持っているから，新しい作品，新しい情報
も出せると思うんです。ただコンテンツを多
く抱えて，いくらで売ります，配信いくらで
す…というだけでは，ただ置いてあるだけで
すから，仕掛けも何もないし，導入のきっか
けをつくるわけでもないし，それではダメだ
と思います。片方ではテレビの制約もあるわ
けです。放送したら録画しない限り見られな
い。バンダイチャンネルの配信ビジネスとい
うカテゴリーの中でいくと，いつでも見られ
る。放送が終わった作品でも見られるという
期待が持てます。それを“メディア”という
のかどうかは別として，放送で一回流したら，
再放送しない限り見られないという枠を越え
て，放送している作品，アニメでも，それか
ら 6 時間後とか，12 時間後に配信をすると
いうジョイントができます。そういう意味で
テレビ放送の補完といいますか，一過性のア
ニメのテレビ放送を，配信によってその後で
も見られる環境をつくる。これは仮に有料で
あっても，マニアにとっては非常にありがた
いものだと思うんです。
―放送中の番組の配信が，盛んに行われてい

ますね。当事者のテレビ局は歓迎しています

か ?

松本：していると思います。ちょうどバンダ
イチャンネルがスタートして，課金を始めた

のが 2002 年 10 月なんですけど，その 10 月
から「機動戦士ガンダム SEED」というタイ
トルが始まったんです。放送は MBS（毎日
放送）さんで，TBS 系で土曜日の夜 6 時－
6 時半で放送した。その 6 時間後の，深夜の
12 時からその話数を NTT のフレッツで無
料配信という形でジョイントし始めましたの
で，テレビ局側にとっては，放送を見逃した
人には配信で見てもらうことができた。視聴
者からすれば，たまたま見逃したとしてもフ
レッツ上の配信で見られるという環境ができ
た。いい意味で補完しながら，翌週のテレビ
の視聴にも結びつけたわけです。
―テレビの視聴率もそれでいくらか上がって

きているというような…。

松本：下がることはなかったと思います。
―食われちゃうというようなことはないんで

すね。

松本： 現実的にないと思います。まだ，そ
ういう話は出ていませんし，データ的にも出
てないと思います。たまたま我々のジョイン
トさせていただいている局，あるいはコンテ
ンツホルダー側から見ると，効果は非常に
あったと評価してもらっています。
―つまりバンダイチャンネルは，自己完結で

採算を求めるというビジネスモデルではない

わけですね。

松本：違いますね。当初から違います。それ
ではバンダイグループのものしか使えない。
グループの枠をハズれて，仕掛けをしていま
すので…。そして，テレビとか映画も含めて，
いくつかのメディアと連携しながら仕事をし
ているわけです。
―テレビもまた 1つの窓口…という位置づ

けなんでしょうか ?
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松本： やっぱりテレビは最大のメディアで
す。1 億 2,000 万ぐらいの人がいて，4,200 万
軒の世帯数があって，それを全部カバーして
いますので，メディアとしての媒体力は大き
いと思いますね，いまだに。
―しかし一方で，バンダイさんのビジネスモデ

ルをつくっていく上では，インターネットは有

効なツールになるであろうということですね。

松本： と思います。ファミリー向けとコア
ターゲット向け，その中間層向けという仕分
けができますので。例えばファミリー向けに
はタダで配信しましょうと。それで広く見て
もらいましょうと。濃いユーザー，好きな人
にはクオリティの高い映像を太いパイプで見
てもらいましょう，ハイビジョンで見てもら
いましょう，中間層にはまた別の手段でしま
しょうとか，仕分けができますので。テレビ
はそれができませんからね。
―「新世紀エヴァンゲリオン」の放送 10周

年記念として，特集をアップしてますが，あ

あいう企画は人気が出るんじゃないですか ?

松本：「エヴァンゲリオン」という作品は，
10 年ほど前に，テレビ放送した当時から人

気がありましたね。商品とか，ビデオカセッ
トも売れましたし，作品がいいと，10 年，
15 年たっても再評価してもらえる。「ガンダ
ム」もそうですが，根強いファンは決して忘
れない。それを大事にするという戦略でやれ
ば，何年後でも，ユーザーは戻ってきてくれ
ると思います。
―さっき言われた“メディアになる”という

部分を感じたんですけど，特集をして，何か

にスポットを当てて，リコメンデーションも

含めた働きかけをしていますよね。ああいう

企画は今後も続けるつもりですか ?

松本： やらなきゃいけないでしょうね，やっ
ぱり。せっかくこうやって再スタートをする
作品があったときに，ただ作品を見てくださ
いというだけじゃない，いろんなサービスと
いいますか，情報を与えたいと思っています
し，それだけ幅が広くなりますから。特に「エ
ヴァンゲリオン」の本当の濃いファンの人か
ら見ると，こんなもんしかないのか…みたい
な評価をされちゃうと，それが逆効果になっ
てきますので，できる範囲でいろんなアイデ
アを盛り込む努力はしているつもりです。

無料配信が有料配信の呼び水に

第2日本テレビ，フジテレビOn Demand
などテレビ局が去年スタートさせたVOD配
信サイトや，NTT系のOCN，4th Mediaな
ど有料の配信サイトはみな，1年たった現在
でも登録者数が10～20万人前後と伸び悩む。
その一方で無料配信のパソコンテレビGyaO
は登録者数1,000万人を突破するなど差が開
いている。そうした中，バンダイチャンネル
は，これまで無料と有料を巧みに組み合わせ
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て，視聴者を誘導してきた。

―最初 10話ぐらいまでは無料で，途中から

有料というスタイルをとられていますが，こ

れをやると見られ方は変わりますか ?

松本：全く違いますね。呼び水になっていま
す。全部有料だと，ユーザーは心理的に構え
るんじゃないですかね。でも最初無料ですと，
1 話とか 2 話，とりあえず無料の部分を見て
みようと思う。それでちゃんと見られるとわ
かると，じゃあ有料の 5 話目以降も見てみよ
う…ということになって，順を追っていくと
思うんです。最初から有料です，と言われる
よりも，ある意味で安心感を持ってもらえる
と思います。課金をするボタンをクリックす
る勇気といいますか，きっかけをつくるとい
うのはすごく大事だと思うんです。これをク
リックしたら，いきなり全話分請求されちゃ
うんじゃないかとか，まだ変な先入観があり
ますから。それを払拭できるのが，この無料
という手段だと思います。
―みんなネット配信を，あまり信頼しきれな

いでいる…。

松本：そういうのは半分以上あると思います。
何か怪しいみたいな，そういう感覚を持たせ
てはいけないと思いますので。
―それが，無料でやりとりしているうちに信

用できるようになるということ…。

松本：だと思いますね。
―当初からそういうスタイルでしたか ?

松本：2002 年 10 月から課金サービスを始め
た，その同じタイミングで，（NTT の光ファ
イバーのサービスである）フレッツのユーザー
に，『機動戦士ガンダム SEED』を無料で出
しています。それで無料でやる効果といいま

すか，まず ISPなどビジネスパートナーにとっ
ても有効だという評価が根づいてきました。
我々バンダイチャンネルにとっても，何話か
を無料にすることで導入しやすくなる。きっ
かけにするための手段としては，本当に有効
だと思います。無料でやると，それ以降見て
もらえないんじゃないかという不安も当然あ
りました。人によっては 1 話目と真ん中と最
後の 3 本ぐらい見ればいいみたいな人もいま
すから，心配していましたけど，現実的には
アニメファンというのはやっぱり1 話，2 話，
3 話…と全部見てくれるんですね。『ガンダム
SEED』のときは，その後の有料視聴が前の
月の 4 倍近くに増えました。

アジアで，そして世界でネット配信

バンダイチャンネルでは，2003年12月から，
韓国でもアニメの映像配信を始めた。調達し
たコンテンツをデジタル化し，暗号化による
著作権保護（DRM）を施した後，パートナー
である地元のISPに卸し，韓国語の専用ペー
ジの作成やユーザーの認証や課金，料金回収
を委ねる。ただし，暗号化した映像を解除し
て視聴可能にするライセンスキーは，東京の
バンダイチャンネルが，直接ユーザーに発行
する。コンテンツの流出を防ぎ，著作権ホル
ダーを納得させるためにも，管理の手綱はあ
くまで東京で握っておきたいからである。

一国ごとに異なる暗号化（DRM）を施すこ
の方式で，バンダイチャンネルは今後，中国
やアメリカでもネット配信を計画している。
世界配信といっても，あくまでも一国ごとの
配信を積み上げていく方式なのである。
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松本：韓国ではもう 2 年前から配信していま
すが，問題があります。韓国中で一般の人が
勝手に自分のサイトを開いている…要する
に，自分で韓国語に直して，勝手に，いわゆ
る海賊版，違法サイトをつくり，しかも無料
で流しているんです。韓国では特に，アニメ
のそういうサイトがいっぱいあるものですか
ら，アニメはタダで見るものだというのが「常
識」みたいになって根づいている。あれは非
常によくないことで，今は政府レベルも含め
ていろいろ働きかけているところです。
―それは韓国製のアニメですか，それとも日

本製の ?

松本：日本製，我々のものです。韓国で許諾
されていないものも出されちゃうんです。い
わゆる海賊版の配信タイプですね。
―もとはどこから持ってくるんですか ?

松本：日本です。
―DVD買ってとか…。

松本：それもありますが，テレビ放送を録画
して，それをそのままエンコードしてデジタ
イジングして配信しちゃう。俺は日本のアニ
メーションを処理して加工して流せるんだよ
…みたいな，そういう変な自慢をする層がい
るんです。韓国はインターネットのインフラ
は 10 年前からちゃんとしています。それを
利用して違法サイトとして流している。だか
ら，DVD の市場なんか全然ダメです。劇場
公開も難しいです。日本の映画は日本で公開
して，しかも DVD が出る頃に外国に販売し
ますよね。それにテレビ放送もしているもの
が大半なので，入手されて先に無料で違法に
出されちゃう。非常に商売的にはやりづら
い。バンダイチャンネルとしては 2 年前か
ら，無料はダメだよと呼びかけています。ク

オリティもよくないし，翻訳もいいかげんに
やっている，バンダイチャンネルを見なさい
みたいな，そういう啓蒙的な活動もしていま
すけど，これからですね，韓国では。一番近
い，良い市場なんですけど，違法行為がまか
り通っています。
―でも需要はあるということですね。

松本：絶対あると思います。中国もそうだと
思います。中国もやっぱり無料で違法にやっ
ているのが結構あるんです。お皿の海賊版も
いっぱいありますし。
―中国でも日本のアニメは見られているんで

すか ?

松本：かなり見ていますね。中国では政府
に許諾されなければテレビ放送もできず，
DVD も売れないのに，みんな知っています。
アニメの主人公も，ドラマの内容も，みんな
知っているんです。海賊版を見ているからで
す。
―ネットでも海賊版が出てますか ?

松本：ネットでもやっていますね。アニメ誌
を誰かが翻訳して，どこかで流したりとか，
勝手に向こうで海賊本を出版しちゃったりと
か。DVD からでもすぐにとれてしまいます
から。
―ということは，国際配信するには，まだ取

り除くべき障害があるということですね。

松本：あります。でも，しょうがないと言え
ばしょうがない。配信がどうこうじゃなくて，
アニメに限らないと思うんですけど，日本で
はコンテンツホルダー，制作者サイド，プロ
デューサーサイドが海外にあまり関心を持っ
ていなかったんです。アジアを含めて，積極
的に売ろう，ワールドワイドに…なんて頭が
ほとんどなくて制作してきたんです。アニメ
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もそう。たまに海外から買いたいと言ってき
ても，いくらだ ? って値段聞くと安い。「い
いよ，それなら売らなくても」みたいなこと
で，結局アクションを起こしていない。そう
いう歴史が 30 年ぐらい続いています。海外
では，「日本の映像制作者は利用する権利は
くれないし，かといって自分たちの権利を主
張するわけでもないから，海賊版ができても
何も文句は言われないな」みたいな，そうい
う見方が根づいているんです，歴史的に。我々
サイドが，何もアクションを起こしてこな
かったことが，いまになって大きなネックに
なっているんですね。
―ただ，韓国にしても中国にしても経済力が

上がってきて，映像文化にお金を払って見る

市場ができてきているのでは ?

松本：できていると思います。例えば中国は
10 億人いますよね。そのうちの 1 割が富裕
層だといいますが，1 割といっても 1 億人。
その 1 億人のさらに 1 割，1,000 万人は日本
でいう超お金持ちで，ベンツは乗り回す，マ
ンションはもちろん別荘も持っているみたい
な人々です。これはすごいですよね。
―そこを狙うだけでもいいと。

松本：もう十分と思いますね。日本の総人口
分の金持ちがいるわけですから，中国に。も
ちろん，中国政府の文化的な制約とか，いろ
いろあるんですが，それが取り払われればす
ごいですよね，可能性は。
―そういう層を狙った VODなどのビジネス

があるわけですね。

松本：ケーブルテレビ，いわゆる契約をして
見るチャンネルというのが中国にもあるんで
すけど，契約している家庭は富裕層といえる
し，そういったものにうまく乗っていけば，

ブロードバンドの VOD もいろんないい効果
が出るでしょうね。例えばオモチャの世界で
も，日本の商品を持っていくと当然高いわけ
です。価値観的には，日本で千円で売ってい
るものは中国では 1 万円という感覚なんです
ね。ところが，さきほど話したように，仮に
1 万円でも買ってくれる層が，中国には 1 億
人います。そういう人々はどこに買い物に行
くかというと，日本でいうスーパーじゃない。
デパートなんです。そういうところに来てく
れる人が中国全土で 1 億人いて，その中でも，
値段が高くても買ってくれる人が 1,000 万い
ますので，これはすごいです。だから，オモ
チャも中国向けに安いものを出荷して販売す
るという考え方はなくそうと。やっぱりクオ
リティをちゃんと持ったものを中国でも展開
するんだという，そういうポリシーを持って
いないとたぶん失敗しますね。現地のメー
カーなり，映像を作る会社があるとすれば，
そういうところと値段の競争をしたら絶対負
けますもんね。最後はやっぱりクオリティ，
中身です。
―アメリカはどうですか ?

松本：アメリカも違法サイトがいっぱいあり
ます，韓国と同じように。あの著作権にうる
さい国で違法サイトが勝手にやられています
ので，始末が悪い。それは別としても，イン
フラが日本よりも 5 ～ 6 年は遅れていると思
います。最大でも 1 メガ，500K くらい，ちょ
うど日本の 5 ～ 6 年前と同じぐらいのレベル
で，国も広いので，まだしばらくかかりそう
…需要はあるんですけど，完全にアメリカ全
土を網羅できるというところまではいかない
と思います。ですが，いろんな流通が配信ビ
ジネスを進めるということを発表していて，
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徐々に配信側がビジネスとしての構築を始め
てますので，うちもごく近いうちにスタート
できると思います。

ネット・オリジナル作品が広げる可能性

バンダイチャンネルでは2005年12月配信の
アニメ「リーンの翼」全6話を皮切りに，ほかの
メディアに先駆けて，最初にインターネットで配
信されるオリジナル作品の制作を手がけてき
た。2006年6月配信の『FLAG』や，7月から9
月まで，3部に分けて配信される『機動戦士ガ
ンダムSEED，C.E-STARGAZER』などは，
質が高く，目の肥えた，コアなアニメファンの
話題を集めている。

―いまネット・オリジナルというか，ネット

で始まるものを作られていますが，何か狙い

はあるんですか ?

松本：オリジナルというよりも，ビデオ作品
といいますか，テレビ放送をしない作品―
OVA（オリジナル・ビデオ・アニメーション）
と言っているんですが―，企画段階のもとも
とから，テレビの枠を取らない，放送しない，

ビデオだけで売る，完結する…というビジネ
スモデルでやっているんです。その OVA の
カテゴリーで作っているアニメ作品は，テレ
ビで放送しないので，メディアがないんです。
その代わりバンダイチャンネルのサイトで告
知していくんです。
―テレビで放送しないのはなぜですか ?

松本：テレビの番組は少なくとも1 クール分，
13 本が必要です。ところが OVA はふつう大
体 6 本から 10 本ぐらい，短いものでは 3 本
で終わっちゃうとか，1 本のときもあります。
そういうものは当然枠も取れないし，放送で
きない。それだけショート物だと，提供もし
て，いわゆる放送するだけのコストをかけら
れない。そこで本来なら，放送料・枠料とし
て払う金額をすべて映像に投資しようと考え
た。要するに，クオリティの高い映像を作ろ
うという考え方で作っているのが OVA なん
です。だから，通常テレビ放送している作品
の 1 本当たりの制作費の何倍かをかけている
んです。3,000 万円とか…。それだけ内容的
なクオリティも高い。いわゆるコアユーザー
に満足してもらうのを目標にして作っていま
す。テレビは放送すれば終わっちゃいますか
ら，マニアにとっては自分でいつでも見れる
VOD 対応というのが一番理想的なんです。
― OVA は作り手にとっても魅力あるんで

しょうね。

松本：手離れいいしね。テレビ放送しないけ
ど，それだけ評価してもらえる作品になるは
ずですから。
―クリエイターを育成していくというような

視点もあるんじゃないですか ?

松本：自然に育成できちゃうといえばそれま
でですけど，本当に優秀な人というのは優秀

ネット・オリジナルアニメ
「リーンの翼」2005年12月配信

©SUNRISE・BANDAI VISUAL・BANDAI CHANNEL
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なクリエイターにつきたがりますから，優秀
な人には優秀な人が集まってくる。そういう
業界なので，そういう意味では，“いいコン
テンツ”というのはイコール“いいクリエイ
ターがそれに関わっている”ということだと
思うんです。いいクリエイターの評価もいろ
いろありますけどね。緻密な映像を作る人と，
ほんとに商売，ビジネスになる人と，いろん
なタイプがありますけど，いろんな意味で，
いいクリエイターをキープすることは命題で
すよね，制作会社にとって。
―OVA，ネット・オリジナルには内容的に

も実験的要素がありますか ?

松本：テレビのように，確実に放送しなきゃ
いけないというプレッシャーもないので，そ
ういう意味で内容の凝り方が好きなように
できる。それはビジネス的にはあまりよくな
いんですけど，100 という予算に対して 120，
130 かかっちゃいます。時間がかかったり。
でも OVA の場合，いわゆる経営的なマネジ
メントとは違う形で，クオリティを上げるた
めに，いろんなノウハウをクリエイターが出
していく環境をつくることが求められます
が，それはすごく重要なことだと思います。
OVA でよい作品を作る，そういう力を持っ
た人が，ファミリーにもちゃんと見応えのあ
る劇場映画を作るというのは，ひとつの流れ
としては理想形だと思いますね。
―そういう意味でも，テレビとキャラクター

グッズの直線的な結びつきの時代から，テレ

ビも仕掛けのひとつとなり，コンテンツもい

ろんな幅が出てくる時代になるということで

しょうか ?

松本：でしょうね。配信は 30 分という枠が
ないので，1 時間をずっとワンカットでやれ

るものも可能性としてはありますもんね。あ
るいは 5 分単位もできるし，いろんなタイプ
ができますからね。
―そういう意味でも，作る人にとっても非常

に楽しみというか…。

松本： 商売じゃなくて，バンダイチャンネル
と言うか，インターネットと言うのか，その
配信という場に，みんなが自分で自由に参加
できる，ブログのように，自分の作ったいろ
んな映像をそこで発表できる場も，ゆくゆく
はできると思います。問題はそれを管理する
サーバーとかですが，インフラとしてカバー
できる環境をつくってやれば，新しい時代を
拓く人材が発掘できますよね。人材は，誰か
の作品に関わっているものの，発表できない
から埋もれている…というのが現状でしょう
から，発表できる場をつくるというのは，あ
る意味で我々の責任でもあるんです。

―未来への希望を感じるお話，ありがとうご

ざいました。
　　 （ななさわ きよし）

注
1）VOD= ビデオ・オン・デマンドの略
2） 2005 年 9 月，バンダイはゲームソフトやア

ミューズメント施設の企画運営を手がける（株）
ナムコと経営統合し，共同持株会社として，（株）
バンダイナムコホールディングスを設立

3）1992 年，メディア事業部はバンダイビジュア
ル（株）に移管され，さらに 94 年，映像制作
会社（株）サンライズがバンダイグループに加
わった。

＊連続インタビュー「動くか，日本の映像コンテン
ツ」は次回，9 月号はお休みいたします。


