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30年ほど前，ケーブルテレビが登場し，
レンタルビデオが始まった頃にソフトと呼ば
れるようになった放送番組は，10年前イン
ターネットの時代に入り DVD が現れる頃に
はコンテンツと呼ばれるようになった。

2年前制定されたコンテンツ振興法1）によ
れば，「入れ物」に対して「中身」を意味する
コンテンツは「人間の創造的活動により生み
出されるもののうち，教養又は娯楽の範囲に
属するもの」とされ，具体的には映画，音楽，
演劇，文芸，写真，漫画，アニメーション，
コンピューターゲームなどや，これらに関わ
る情報を電子計算機を介して提供するための
プログラムのことを指す。

2003年，政府は内閣府に知的財産戦略本部
を立ち上げ，日本が世界をリードするコンテ
ンツ大国になることを目指して，コンテンツ
産業の振興と人材育成に力を入れる方針を打
ち出した。アメリカやイギリスなどの戦略に
学び，知的財産であるコンテンツを活用して
経済波及効果をもたらし，またコンテンツを
国際発信することで日本文化への理解と国家
のブランド価値の向上を計ることが目的とさ
れている。国際的に高い評価を受ける宮崎駿
監督の作品や世界68 カ国でテレビ放送され
2億8千万ドルもの興行収入をあげた「ポケッ
トモンスター」などアニメの成功，好調なゲー

ムソフトの輸出に乗った構想であった。
日本のコンテンツ産業は現在13兆円の市

場規模と言われるが，政府の振興策の中心は
インターネット上を流れる情報や DVD など
デジタル化された情報を意味するデジタルコ
ンテンツの市場を拡大すること。そのために
国内で圧倒的な集客力を持つ地上波テレビ番
組をネットで流通させることが重点課題とさ
れている。そこではコンテンツの制作と流通
を握りながらもネットへの配信に慎重な放送
局の姿勢が流通の障害として問題にされ，法
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改正を含む「改革」が提言されている。それは，
いつでも，どこでも映像が見られるようにし
て「消費者の利便性を高める」ためと説明さ
れ，総務省の「通信・放送の在り方に関する
懇談会」での議論にも反映されている。

このシリーズでは放送，映画，アニメなど
映像コンテンツ制作現場の最前線のプレイ
ヤーにインタビューすることで，映像コンテ
ンツの現場の実態，生産・流通構造への理解
を深め，真の振興策のあり方を考える糧と
する。第1回はフジテレビ映画事業局長の亀
山千広氏。亀山氏はドラマから映画に転じ，
次々とヒット作をプロデュースしてきた。特
に 2005年以降は『ローレライ』（興行収入24
億円），『星になった少年』（22億円），『電車
男』（37億円），『交渉人 真下正義』（42億円），

『容疑者 室井慎次』（38.3億円），『THE 有頂
天ホテル』（53億円）など手がけた作品はす
べて安定した興行収入をあげている。いまや
日本映画界屈指のヒットメーカーと呼ばれる
亀山氏にテレビ，映画，ネットにまたがるコ
ンテンツ戦略を聞いた。

番組がコンテンツになる瞬間

━ 亀山さんはテレビドラマでも映画でもヒッ

ト作をたくさんお作りになりました。ヒット

したときはどちらがうれしいものですか ?

亀山 :ウーン…ありがたいなと思うのはやっ
ぱり映画の方，即現金につながるから。お財
布から千円札出して払ってもらえる…。テレ
ビの場合，自分で作っている番組を親戚縁者
知り合い以外の人が見ているとこって見た
ことないわけです。で，次の日，視聴率って

数字で突きつけられる。見ているのはわかる
けれども，泣いてほしいと思ったところで本
当に泣いてくれているのか，笑ってほしいと
思ったところで笑ってくれているのかという
反応はわからないわけです。次の日，電車に
乗って女子高生たちがしゃべっているのを聞
いて「この子たちは少なくとも泣いたんだな」
というのはわかるんですけど，映画の場合は
劇場というメディアで，そこに行けばお客さ
んがいて，少なくともそのお客さんの顔が見
られるわけです。そうすると，確かに目をこ
すって，ここで泣いてくれてるんだとか，大
口開けてドカーンと笑い声が聞こえると，こ
ちら側の意図が伝わっているのがわかるとい
うか，反応が手に取るようにわかるという意
味では映画の方が面白い。

テレビの場合は最初プログラムですよね。
つまり，コンテンツでは決してない，ソフトで
もない。放送してダメだったら，それ一回で
終わっていく，消えていく。リピートもしなけ
れば DVDもビデオも出ないじゃないですか。
ところが，ある瞬間からソフト，コンテンツに
なっていく…それはヒットすることだと思う

コンテンツの定義

コンテンツ

デジタル
コンテンツ

映像
コンテンツ
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んです。例えばドラマやっている頃，最初は
ロケ現場でも「へぇ，ロケやってるんだ」って，
人が立ち止まって見たりはない。でも，そこ
がずっといつものロケポイントだったりする
と，だんだんドラマが進んで数字（視聴率）2）

が行くと，むしろ見学者が多すぎて撮影がで
きない状態になってくる。最初は 2人ぐらい
の警備員でよかったのが，しまいには 60人
ぐらいの態勢にしないとロケ許可も出なくな
る…というような状態になるとき，確かに撮
影はしづらいけど，プロデューサーとしては，
プログラムじゃなくてソフトになった瞬間，コ
ンテンツになった瞬間というのを，そういうと
ころで感じる。（この感覚は）視聴率ではなか
なかわからないんですよね。
━ ドラマやっているときも，手触りみたい

なものは，現場であったということですね。

亀山 :ちょうど僕らドラマやっている頃にレ
ンタルビデオ屋が出てきて，テレビもビデオ
になっていく時代になってきて，そのために
いろいろな映像特典，つまり，コンテンツと
して充実させようということで，放送プログ
ラムではなくて，メイキングとかも入れたり
しながらコンテンツを作っていった。実際オ
ンエアしたものではない，プログラムでもな
い，それも入っていながら，さらにひとつの
パッケージになっていくというのを経験して
いた。で，究極，最初からそれをやれという
のが映画だと思います。
━ フジテレビにはそういうソフトへの意識

が 80年代からすでにあったんですね…。

亀山 :そうですね，かなりソフト意識は，う
ちは高かったと思いますね。

もう言わなくなったですけど，一昔前に“ワ
ンソフト・マルチユース”という言葉が流行っ

たじゃないですか。まさにそれだったんです，
最初は。一個の番組からいろんなものが引っ
ぱりだせるんじゃないかと。当時インター
ネットはないけど，放送というメディアはこ
うだよね，じゃあ出版というメディアだった
ら，これをどのように出版化できるのかとい
う“ワンソフト・マルチユース”という発想
を，僕は入社のときから相当たたき込まれま
した。いずれそういう時代が来るんだと。つ
まり，広告収入だけではやっていけない。番
組から何かをクリエイトしていかなければな
らないことは間違いないので，それをいろん
な意味で使っていけるようになることが“プ
ロデューサー”と呼べる人間なんだという教
育を僕らは受けてきました。

  フジテレビの映画事業

フジテレビには1959年の開局時から編成局
に映画部があったが，海外テレビドラマや映
画の取り扱いを主としていた。局として制作
に加わるようになった先駆けは後に独立して
映画監督となる五社英雄ディレクターによる

『御用金』『人斬り』（1969年），そして 1983年
のヒット作『南極物語』である。以後『瀬戸内
少年野球団』（84年），『ビルマの竪琴』（85年），

『子猫物語』（86年）と連打し，今の映画事業
局の基盤が確立する。映画事業局は現在約30
人のスタッフで年間8本のペースで映画を企
画・制作，配給は東宝に委託している。因み
に歴代日本映画の興行成績ベスト10 のうち 4
本がフジテレビが制作した映画である（表1）。
今日フジテレビでは映画事業や DVD，音楽
などの放送事業外収入が全売上高の 31% を
占め，映画事業はその中の柱である。
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順
位 作品 公開年度 興行収入

1 千と千尋の神隠し 2001 年 304 億円

2 ハウルの動く城 2004 年 200 億円

3 もののけ姫 1997 年 193 億円

4 踊る大捜査線 THE MOVIE2
レインボーブリッジを封鎖せよ ! 2003 年 173.5 億円

5 南極物語 1983 年 *118 億円 

6 子猫物語 1986 年 *108 億円

7 天と地と 1990 年 *103 億円

8 踊る大捜査線 THE MOVIE 1998 年 100 億円

9 敦煌 1988 年 *90 億円

10 世界の中心で，愛をさけぶ 2004 年 85 億円

網掛け部分はフジテレビ制作
* は配給収入から推定

（日本映画製作者連盟の資料などより作成）

1）放送用ソフトの確保が目的だった

亀山 :うちが『南極物語』から本格的な映画
制作を始めた理由は，自局の映画枠のソフト
を確保することだったんです。それまでは外
国映画を高いお金で買っていました。ちょう
ど『南極物語』を作った年の前年が『スター・
ウォーズ』が市場に出回った年なんです。そ
のときにバカ高い，想像を絶するような金額
なわけですね，たった 1 回の放送で当時のカ
ネで 20 数億だから，今だったらパッケージ
で 50 億とか 60 億ぐらいかかる。お金は用意
してたんですけど，各局が手を挙げて，結局
日本テレビさんが競り落として，うちは入ら
なかったわけです。それはいろいろ意味が
あって，その枠のスポンサーを維持していく
ために『スター・ウォーズ』を持っているこ
とは抑止力にもなるし，いろんな意味もある
んだけど，そのときに，当時の上層部が…だっ
たら，今これだけのカネがあるなら，その半
分以下でも日本映画ですごいのが作れるじゃ

ないか，と言ったんです。それで興行収入が
もし上がったりすれば，そこで利益が出るん
じゃないか…という発想ですね。つまり，自
局のテレビの枠にかけるソフトを確保しよう
としたんです。当時，日本映画も『寅さん』
なんかやれば視聴率 20% 取っていたので。
人の作ったものを高く買うのも手だけど，自
分たちで作ったものを安くかける，こっち側
でリクープができちゃえば…というようなこ
とで始めた『南極物語』が，メディアを使っ
てパブリシティもやったらビギナーズ・ラッ
クで大ヒット。今年リメイクになるんですけ
れども，20 年たってもまだちゃんと貢献し
ている。すごいことですよ。それを目の当た
りに見てきちゃうと…なるほど，番組という
のはそういうふうになっていく可能性がある
んだ，だから僕らは，メディアにいる限り自
分たちのメディアはもう決まっていると思わ
れるんだけど，作っている以上，メディアを
選んだっていいじゃないかというのをすごく
感じましたね。

2）放送できない映画は作らない

━ 映画は結構当たりハズレが大きいし，失

敗すると財政的に大変ですが，フジテレビが

うまくいった理由は何だったんですか ?

亀山 :よくヒットの秘訣とか言われるんです
けど…不得意なことやってないからだと思い
ますね。しょせん僕らはフジテレビの映画事
業局でやっているわけで，最終的にフジテレ
ビに返る。つまり，フジテレビの映画枠なり，
テレビの枠に返ると考えると，当然テレビで
かけられないものには手を出せない，出さな
いというのが自分たちの基準になります。例
えばホラー映画がビジネス的にブームになっ

表1　歴代日本映画興行成績ベストテン
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ていても，スプラッター，血がたくさん出て，
やたら人が死んで暗くてというのは，テレビ
の放送には当然かからないですよね。だから
我々は作らない。むしろ，それだったら明る
く楽しいものを作ろうと。自分たちのメディ
アを使ってパブリシティもイメージも売って
いくとすれば，自分たちのメディアが一番強
いターゲットに向かってやっていこうという
戦略がうまくいっているんだと思うんです。
つまり，テレビは見られていますし，そこに
は市場があるわけで，それをもう一歩出てイ
ベントに連れて来ようという発想の場合は，
ターゲットがはっきり決まって，そこに向
かってちゃんとアプローチしないと，なかな
かイベントには来ないと思うんです。だから，
完全に“フジテレビのお客さん”ということ
を意識しながら作っていくと，ある層には必
ず訴求する。

もうひとつは，うまくフジテレビ映画とい
うブランドを作っていくことでした。それ
は『南極物語』から始まる脈々とした歴史が，
お客さんへの安心感とか，家族で見に行って
いいんだというような印象を送り続けてきて
いるから，その上に乗ったブランドなのです。

ヒットの陰にネットあり
『踊る大捜査線 THE MOVIE』秘話

1）オタクの熱意に導かれた

━ 亀山さんが最初にプロデュースした映画

は 1998 年の『踊る大捜査線 THE MOVIE』

ですね。あれは 1997年に最初テレビドラマ

でやったもので，これを映画にしようと思っ

たのはなぜですか ?

亀山 :ドラマ自体の視聴率でいうと最終回

20% 超えたぐらいで，平均で 18 くらい…当
時のフジテレビのドラマには 30% を超える
ようなドラマはいっぱいあったので，そんな
に大ヒットではないんです。

だけど，ちょうどインターネットがまだニ
フティとかがサーバーの頃なんですけど，う
ちの「踊る…」をやっていると，ニフティの
ドラマフォーラムというドラマ好きのフォー
ラムがパンクするんです，書き込みで。例え
ば日本代表のサッカーの試合って，クギづけ
になって見るじゃないですか。だけど，どこ
かでつけてる，なにげにふっと気になって見
るとか，ドラマでも見られ方がいっぱいある
わけです。流行だから，友達との話題につい
ていかなきゃいけないから見るような見方も
当然ありで，それでも 1% は 1% なんです。
ところが「踊る…」のときのお客さんののめ
り込みぐあいというのはすごい。細かいとこ
ろまでフォーラムに書いてくる。しかも多く
が放送終了後にすぐに書いている。というこ
とは，ビデオで見直してはいないわけですか
ら（視聴の集中力は）驚異的です。これって
アニメのコアファンと非常によく似ている。

きっと同じ人種だったと思うんです。当
時，アニメのコアファンはあるマーケット
を築いていた。ドラマそのものはそんな数
字取ってなくても，モノがやたら売れたり，
DVD がやたら売れたり。つまり，積極的に
自分から足を運んで買う，集めるみたいなこ
とをやる層が，どうやら「踊る…」を見てい
るぞ，と。多少僕らもアニメの作り方を意識
して作っていたことは間違いないんですけ
ど，ただ，そのときはそんなお客をつけよう
と思ってやっていたわけじゃなくて，今まで
にないドラマの見せ方は何かといって作っ
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ていたわけで，それでヒントになったのがア
ニメの作り方で，それをそのまま導入しちゃ
えというので作って，キャラクターショーに
していたんです。

でも結局，コアなファンがついているとい
うことは，これは商品として成立するという
ことに気づいたんです。

見てるお客さんの番組に対する接触度とい
うのか，それがきわめて熱かったというので
は，今まで自分の作ったドラマの中で一番。
恋愛物だった「ロング・バケーション」の場
合視聴率30% 取って，やっぱりお客さんは
熱いんですけど，一つの恋愛物が終わるとさ
らに新たな恋愛物がスタートしますから，そ
こにふっとそのお客さんたちは店を移動す
る。ずっとそこに長々といようとは思っては
いないわけです。ところが，「踊る…」のお
客さんって，終わるとそこにずうっと行きた
いから，その店を探すという人たちなんです。

2）「テレビと同じ」にこだわった

━ 映画はテレビと，キャスティングとか設

定は全部同じですよね。制作スタッフは違う

んですか ?

亀山 :いや，同じです。連れてきました。物

理上，テレビと映画はビデオとフィルムとい
う違いがありますから，カメラマンと照明さ
んだけ代えましたけど。あと，それに伴って
音声さんが代わった以外は，助監督から何か
ら全部テレビのスタッフを連れてきました。
これはもうチームで勝つしかないと思ったの
で。一番最初面白かったですよ，カメラマン
が一生懸命アングルをのぞいてくれるんです
けど，申しわけありませんが，それは映画が
始まって 1 時間後にしてください，1 時間ま
ではテレビと同じアングルで画を撮ってくれ
ませんか，と頼んだんです。

つまり，劇場に来て，今まで見た湾岸署じゃ
ないというのが一番嫌なんですと。画面は大
きくなったけれども，撮り位置は一緒という
ことでテレビを見てもらう。カメラマンもわ
かったわかった，そういうことね，と納得し
てくれた。映画となれば，湾岸署も本当は（俯
瞰ショットなどで）狙いたいですよね，きっ
と。だけど，湾岸署のオープニングの位置は，
カメラはテレビもここなんで，映画もここに
してくださいと，最初のうちは全部そういう
ふうに指定しました。劇場に行って見たとき
に，これテレビで見たのと違う !…というのが
一番嫌だったんです。で，気がついたら映画
だったというのが一番いいんじゃないのと。

だから，今見ると恥ずかしいですよね。『踊
る…』の MOVIE1 の頭なんか見てると，まるっ
きりテレビだよな…って（笑）。普通映画だっ
たら，最初ロケをバンバン入れてやっていく
んですけど，いきなり頭の部分でセット入っ
て，そこから 20分ぐらいセットから出てきま
せんから，テレビの作り方ですよね（笑）。

©1998 フジテレビ

『踊る大捜査線 THE MOVIE』
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メディアの特性を生かす
テレビとネットと携帯と映画の連携

━ フジテレビは去年1月，ネット企業のライ

ブドアから強引に提携を迫られました。その頃

からドラマや映画をネットで配信することに消

極的だと言われていますがどう思いますか?

亀山 :ウーン…難しいでしょうね。実は自分
が番組作っていて，映画作っていて思うのは，
やっぱり映画は劇場で見てほしいわけです。 
DVD 買って家で，確かに 5.1 の何チャンネ
ルの 100 インチのプロジェクターがあると言
われても，やっぱり映画って劇場で見てもら
うこと。そこまでの距離の中でワクワクしな
がら来てもらったり，失望して帰ってもらっ
たり，しかもある程度の人数で集団で見ると
いうことでの面白さじゃないですか。時間な
いから，自分の部屋でゆっくり水割りでも飲
みながら見たいとなると，それは別の目的に
なってくるわけですよね。それだったらそれ
でもうちょっと違う作り方をしていたはずな
んです。メディアが変われば違うものになっ
ていく…という方が強いんです。だから，ネッ
トで流すのに懐疑的で，僕なんか自分でネッ
トで 1 時間の番組を配信されて見るかといっ
たら，見ない。ネットはツルツルっと暇な
ときに 5 分とか 10 分ぐらい見られる，それ
が常に配信されていることの方が大事です。
だったら 5 分版を作る方がいいわけです。視
聴時間だったり接触時間だったりというのも
当然変わってくるので，一つの番組を全部の
メディアに同じようにかけていくというのは
違うと思う。作っている側からいうと消極的
ではなくて，もしネットに入り込んでいくと
いうのであれば，自分たちがこれをどうバラ

していくか，もっと言っちゃえば，それ用に
ここのエッセンスだけ作りますよという方が
大事なんだろうという気がするんです。
━ メイキングみたいな…。

亀山 :はい。だから，うちがこの間やったの
は，映画の場合映画館での舞台挨拶ってあり
ますよね，あれは初日に並んだ一回目のお客
さんしか見られないんですけど，それをネッ
トで流したんです。ストリーミングで，ダウ
ンロードできませんよということで。そした
ら，その時間，パソコン広げるとダラダラしゃ
べってるんですよ。だって舞台挨拶ですから。
それを多くの人が見てくれているわけです。
今の技術をもってすれば，ホームページをポ
ンと開けば，そのリアルタイムのストリーミ
ングができますから。それでもうネットでは
盛り上がってるんですね。

これをテレビでその時間流しますといった
ら，それはもう絶対成立しないものだと思い
ます。舞台挨拶なんていうのは付属もいいと
こです。次に見せるための材料なわけだから。
つまり，メディアが変わればモノが変わって
くる。ひとつのモノでいうと，その中でもこ
こはネット向きだとか，これはテレビだよ
ね，これは映画だよねというふうにアレンジ
すべきです。作り手側の論理と言われそうで
すけど…。だから，ソフトをネット上に出す
のに消極的だと言われちゃうと，だってそう
いうものじゃないもん…っていうことの方が
強かったりする。

視聴者がネットに対して何を要求している
かだと思うんです。テレビで見られないもの
を要求しているんじゃないかなと思うんです
けどね。

僕は F1 すごく好きなんですけど，確かに
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テレビ中継の間クルマが走っているのはずっ
と一緒です。それよりも F1 の会場に行くと，
エンジンの回転数とか，ガソリンなんかをこ
れだけ入れたとすると，残りはこのぐらいで，
大体この辺でピットインするとかって，それ
が（表示板に）出るんですよ。あの画面見せて
くれた方がよっぽどいい。それがピコピコ変
わるんですよ。そうするとチームが何を考え
ているか手に取るようにわかるんです。テレ
ビの画はただ車が回っているだけじゃないで
すか。ましてやどんなに美形なアイルトン・
セナがいたってヘルメット被れば顔は見えな
いわけですから。顔の見えないスポーツって
テレビで当たらないと思うんですよね。

でもこのデータは企業秘密だから普通同時
には流さないけれども，ホンダはやってるん
ですね。自分のところのデータだけは，ちょっ
と遅れてですけど公開します。だから，夜の
リピートなんかテレビで見てて，ネットでホ
ンダのデータを見ていると，チームが何を考
えて動いているかというのがわかるんです。
F1好きな人は絶対みんなそっちが見たい。
そのためだけに高いゼニ払えというなら払っ
てもいいと言ってるわけですよ，みんな。
━ サブテキストですね。

亀山 :サブテキストです。今どのぐらいの回
転数で，何を指示しているのか，それは全部
そのデータから見て運転席に送るわけです。
そのピットで見ているデータが見られるん
だったら，モータースポーツ好きな人はそれ
はみんな欲しがる。そういうのが本当はネッ
トなんじゃないかなと思う。動く映像がネッ
トではないような気がするんです。株やって
いる人たち見て，そう思いましたね。部屋に
入って，3 つぐらいパソコン置いて，これは

みんなそれぞれ目的があるわけですよね。ピ
コピコ動いたときに，買い・買いじゃないと
判断している。
━ 今ネット側がテレビ局にコンテンツを出

せ出せと言っているんですけど，アイデアが

あまりないからそう言っているように聞こえ

るところもありますね。

亀山 :そうですね…何をしたいのかがわからな
い。つまり，テレビで見られるものをネットに
提供して，それはリピートしていないものだっ
たらいいじゃないかといって全部出したところ
で，果たしてネットを利用している人たちがテ
レビと同じものをわざわざ見たいかなと。

すごく下卑た話をすると，アダルトサイト
がなんであんな人気あるかというと，やって
ないからですよね，あのサイトだけしか。つ
まり，インターネットでしか見られない。し
かも，もっと言っちゃえば，恥ずかしいこと
を度外視してパーソナルユースになるわけで
すから当たり前の話で，それこそがネットな
んじゃないですか。つまり，自分の私利私欲
というか，欲望というか。

だから，よく僕は部下に，メディアとの距
離というのを意識しろと言うんです。3ミリ，
30 センチ，3 メートル，30 メートルという
のが僕の中にあるわけです。

当然テレビって 3 メートルの距離。だけど，
残念ながらこれはインタラクティブでも何で
もなくて，“マス”コミュニケーションです
ね，ガーンと思い切り情報が一方的に送られ
てくる。好むと好まざるとにかかわらず，圧
倒的な情報量を言われ，そのうちに刷り込み
になっていく。スポット戦略はそうですよね。
見てなかろうが何であろうがタイトル連呼す
るみたいなことって必要ですね。
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3 ミリというのは携帯。これは完全にコ
ミュニケーション，1対1。30 センチという
のがネットとか活字だと思うんですけど，こ
れはインタラクティブ。つまり，個人が見た
いと思えば，また知りたいと思えば，どんど
ん突っ込んで探していける。それに対して応
えてくれるものがそこにはあるわけです。し
かも時間もフリーだし，相互でやれる。

今僕らがやっている映画って 30 メートル，
これはイベントです。だから，イベントの
30 メートルに行かせるために，3 メートルと
3 ミリと 30 センチをどう使わせるか。3 メー
トルで連呼してタイトルを覚えさせる，15
秒とかその辺では最低限の情報しか表現でき
ないから。それで面白そうだなと思って調べ
てみると，かなり充実したホームページが
あって，だれが出てる，どこで撮ってる，何
をしてるどうしてるこうしてるを含めて，そ
の出演者の今までの作品歴も調べられる。こ
れで面白そうなことと，どこでやっているの
かまでわかりますよね。それで 3 ミリで友達
に電話して誘って。今は 3 ミリでもチケット
予約できます。こうやって 30 メートルに行
かせる作業を回している。

3 メートルをどう使うか，30 メートルをど
う使うか。だから，3 メートルでやれること
を 30 センチでやってもしょうがないという
気がするんです。

放送はネットと融合して
すべてコンテンツになるのか ?

━ 今，放送のデジタル化と絡めて，IP マル

チキャストという一度に多くの相手に映像の

送信ができる通信技術を使って，放送の伝送

路を電波からネットに移す計画が議論されて

います。こうした放送と通信の融合について

どう思いますか ?その場合，放送のすべて

がこれまでの電波を離れて，ネット上を流通

するコンテンツとなるのでしょうか ?かつ

て編成制作局長として情報番組やスポーツ番

組なども統括された経験からいかがですか ?

亀山 :あり得ないでしょう，放送と通信は絶
対融合したらいかんと思いますよ。さっき
言った 3 メートルと 30 センチが融合すると
は思えないんですよね。

ハード・ソフト分離論とか必ず出ますよね。
別な意味でいうと，ブロードキャストとプロ
ダクションということだと思いますが，僕は
ハードとソフトの分離は絶対すべきでない
ような気がします。つまりテレビ局のテレビ
局たる最大のゆえんは，ニュース，報道を常
に生で放送できるということです。これはど
んなに面白く作ったソフトでもかなわないと
きってあるわけです。これと，僕がやってい
るようなフィクションの作り物が一つになら
ないのはわかる。ただ，メディアとニュース
まで，作って切って売ってということで，そ
れでいいの ? というのは，やっぱり僕はある
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と思う。僕のやっているようなドラマとかバ
ラエティとか，そういうものに関しては今後
ちょっと変遷していくかもしれないけれど，
報道とか情報番組を切り離しちゃって，それ
すらもいろんなものが参入すればいいとなっ
たら，全く秩序がなくなってくるような気が
するんです。“放送”ということに関して。

だから，僕らがコンテンツとその制作力を
溜め込んでいると言われちゃうと，確かに機
会は多いし，そこで訓練もされる。だけど…
もっと一般の人に広げないかと言われると，
一般の人ってどのレベルなのよって聞きたい
ですね。いくら多いといっても，1日24時間
のタイムテーブルしかないわけで，そこの中
でいろんな人に機会を与えるというのはそん
なにできないだろうなと思います。
━ 映画はまさに，伝送路にあたる劇場は他

人が持っていて，他人が持っているハードで

商売していますよね。でもおっしゃるように

報道番組まで他人の伝送路でやるようになれ

ば不自由でしょうし，あるいはまた言いたい

ことが言えなくなる可能性があるような気が

します。

亀山 :ブロードキャストとプロダクションと
いうのは全く似て非なるものだし，分かれて
いく可能性があるのかもしれない。それはも
ともと作っているものの違い。プロダクショ
ンがこっち側で分かれるということは，逆に
言うと，また別なビジネスチャンスが広がる
わけですね。つまり，ネットに僕らが売り込
めるわけだし，どこにでも配給できるように
なる。
━ それは別に憶するところではないと ?

亀山 :ないと思いますね。ただ日本の場合は
テレビ局の持つマーケットというか，もとも

と持っている予算がかなり大きいというのも
あってテレビにコンテンツが集中していると
思いますが…。
━ アメリカと違いますね。

亀山 :アメリカは映画会社がテレビ局も持っ
ていますからね。しかも，伝送のツールとし
て。プロダクションは全部外にわざわざ置い
て，テレビでも映画でも使えるようにしてい
る。それと比較されて日本は…と言われちゃ
うと困ってしまいます。
━ 構造が違うのに同じようにやれという話

ではない，ということですね。

亀山 :でも，アメリカでもブロードキャスト
だけは切り離してないですよね。ニュースは
ちゃんと ABC，CBS それぞれニュースネッ
トワークを持ってやっていますから。人を育
てるのもそう簡単に育たないし，監督一人育
てるよりも，優秀な記者を一人育てることの
方が難しいかもしれないと思いますね。

「後づけウィンドウ戦略」は柔軟に

世界一のコンテンツ大国はアメリカであ
る。日本の約4倍，55兆円のコンテンツ市場
の中心にいるのがハリウッドの映画会社（ス
タジオ）。亀山氏はこれまで何度もハリウッ
ドを訪ね，企画からキャスティング，制作，
配給など幾層にもビジネスが分割され，その
都度法律家や会計士が介在して巨額の金が動
くハリウッドの映画産業の仕組みを学んでき
た。ディズニーやパラマウント，MGM など
大手の映画スタジオが映画のみならず放送番
組の制作から流通までを握るアメリカでは，
映像コンテンツはまず映画館や DVD，ケー
ブルテレビといった有料媒体で上映されたあ
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と無料の地上波テレビに移るウィンドウ戦略
が一般的である。

一方フジテレビは放送局主導の日本に特徴
的なウィンドウ戦略を独自に編み出したとい
われる。「踊る大捜査線」シリーズのようにテ
レビドラマから映画が生まれ，さらに『交渉人 
真下正義』のように「踊る…」では脇役のユース
ケ・サンタマリアが主役となるスピンオフ映画
が誕生するケース，まず映画を作り，次にド
ラマをリメイクして，その後に進化形の映画を
もう一度作った「海猿」のケースなど多様でユ
ニークなウィンドウ戦略が生まれている。

━ 「海猿」は最初に映画でやって，テレビド

ラマとしては得したという感じはあるんです

か ?

亀山 :うん，あると思います。そのときに映
画にまたするつもりだったので，映画でやっ
て，テレビでやって，もう一回映画と。若干
テレビの作り方を間違えてますけどね，厳し
く怒ったんですけど。映画にもう一回なるこ
とを考えたら，キャラクターをきっちり印象
づけて，仙崎といったら「海猿」と，青島と
いったら「踊る…」となるようにキャラクター
の名前を，ストーリーうんぬんよりも印象づ
けていかないと映画にプラスになっていかな
いのに，一回一回すごく力を入れて作り過ぎ
ているので，そうじゃないんじゃないかって
途中で怒ったんです。
━ それは全体を見渡すプロデューサーらし

い指摘ですね。亀山さんたちはそういった

ウィンドウ戦略を，独自に生み出してきたの

ですね。

亀山 :独自のものというか，映画事業局に
なったということ自体が独自なので。局にな

るということは予算が決められて独立採算に
なるわけです。連帯責任というか，稟議回し
て，こういう映画やりますみたいなことでは
なくて，ある予算を持って，ある利益目標を
持ってということでやっていくので，そうな
ると余計に戦略というのが必要になってく
る。自分たちは外貨獲得するために，テレビ
のメディアをもっとこういうふうに使った方
がいいんじゃないかと考えて編成と相談し，
編成との利害関係が一致すれば，じゃあやろ
うよというふうになっていく。だから独自に
路線を作るというよりも，言い方はよくない
けど，ビジネスとして成立させるために必要
な手段をとっていくんです。だから，逆に言っ
たら，映画がどんなに当たってもテレビでは
やらないという方法論もある。つまり，憧れ
させといた方がいいわけじゃないですか。 そ
れから，「電車男」みたいに，テレビと映画
が別キャスティングとなり，続いているん
じゃなくて競作する，どっちが面白いです
か ? というふうに（視聴者に問いかけて）両
方得をするやり方もある。あれはきわめて特
異な原作だったし，あなたはどっちですか，
といろんな解釈がそこには当然ある。テレビ
はドキュメンタリーの作り方ですからね，連
ドラは。一方映画はパッケージですから，そ
うすると映画でストーリーを大体把握してお
きながら，テレビの細かいエピソードを楽し
む。しかもキャスティングが違うからイメー
ジも全然違って，あの競作は両方うまくいっ
たパターンです。だから，いろんなやり方が
あるはずなんですね。あれを同じキャストで
テレビでやったって，それは全然意味がない
ことです。
━ そのケースそのケースで変えるのですね。
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亀山 :そうですね，やっぱりストーリーがど
うなのかということからですね。ラブストー
リーみたいなものは，ストーリーは完結する
わけですから，そうすると違う人がやったら
どう見えるかというのをやればいい。まして
やコメディなので，作りやすいし，結果，ラ
ブストーリーはどんどんリメイクされる。今
春話題の「愛と死を見つめて」なんか，その
時代その時代の役者がやるわけですね。「電
車男」はあれと同じことです，競作だから。
それを同時期に映画とテレビで出しちゃうみ
たいな発想だと思うんですよ。
━ いわゆるウィンドウ戦略とか，よく言いま

すけど，伺っているとフジテレビの場合，ハリ

ウッドから学んだというよりは，自分たちの現

場で考えながらやってきたという感じですね。

亀山 :後づけウィンドウ戦略ですね（笑）。
そのときはこれが一番いいんだっていうので
ウィンドウを決めますけど，それはもう用意
周到にそのウィンドウを最初から確保してと
いうのじゃないんです。できる ? と言って，
いやここだったら間に合う，じゃあとりあえ
ずガーンといってみようといってやってみた
ら，あれよあれよという間にヒットする。後
づけでウィンドウがちゃんとしていたという
ことになる。だけど，感覚的にどっちが先で
どっちが後でみたいなことをやっているのと
は違うと思います。「電車男」なんか完全後
づけですね。「海猿」みたいな方がウィンド
ウ戦略をちゃんと持って，とりあえずやって
いましたけど。まあコケたらできない話なん
ですけどね，本当は。
━ でも，今のところ興行収入，DVD販売な

どの事業収入は，ほぼ全作で及第点が出てい

るわけですよね。

亀山 :…でも厳しいよぉ，もう疲れ切っちゃっ
た…（笑）。『踊る大捜査線…2』のときには

『踊る…1』を超えるんだな，なんて上司に言
われて自律神経失調症になりましたから，プ
レッシャーで（笑）。
━ 次は 7月公開予定のアニメ『ブレイブ・

ストーリー』3）ですね。これは世界市場を狙っ

ているそうですが，政府が振興しようとする

映像コンテンツの輸出は，やはりアニメでな

いと難しいのですか ?

亀山 :もうアニメしか売れないと思ってま
す。日本人が出て，日本語でしゃべってる映
画を絶対北米の人は見ません。確信を持って
言えますね，アメリカでは他に見るものが
いっぱいありますから。
━ 興味深いお話，ありがとうございました。

（追記）

学生時代，映画館に通い年間 400 本もの映

画を見た映画青年は，フジテレビ入社後自ら

はディレクター（監督）とならず，プロデュー

サーとして番組や映画による「市場拡大」を

目標としてきました。その目標はメディアの

特性の理解，ストーリー構想力と視聴者の心

理を読む技術に支えられ達成されています。

それは多くの過去の映像コンテンツから学

び，テレビの厳しい視聴率競争の中で練磨さ

れ初めて花開いた成果であることを，今回実

感いたしました。　　　　 （ななさわ きよし）

注
1） 正式名「コンテンツの創造，保護及び活用の推

進に関する法律」（2004 年）第 2 条より
2） 以下，亀山氏発言中の括弧内は筆者による補足
3） 宮部みゆき原作。GONZO，フジテレビジョン，

ワーナーエンターテイメントジャパン，電通の合作
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