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動くか，日本の映像コンテンツ ⑥

連続インタビュー

モバイルへの動画配信はブレイク寸前 !?
ソネットエンターテインメント株式会社

Portable TV

プロデューサー 宅島欣男 氏
インタビュー・構成 / 七沢

潔

音楽だけでなく，テレビ番組，ゲームや映
画などがパソコン経由でダウンロードして
見られるアップル社の iPod，4 月からワンセ
グ放送も開始した第 3 世代携帯電話…，携帯
可能（モバイル）な端末を通じて，いつでも，
どこでも映像を楽しむ時代が始まっている。
中でも注目されるのが，ソニーが開発し
た PSP（プレイステーション・ポータブル）
。
本来のゲーム端末機能に加えて，UMD（ユ
ニバーサル・メディア・ディスク）と呼ばれ
る専用ディスクを介して市販の映像ソフトが
見られ，パソコン経由で小型サイズのメモ
リスティックに取り込んだ映画やテレビ番
組，写真，音楽などが視聴できる。また無線
LAN を使えば直接インターネットに接続し
て映像のダウンロードも可能である。液晶の

プロフィール

宅島欣男（たくしま よしお）
1971 年生。花王，music.co.jp を経て 1998 年ソニーコミュ
ニケーションネットワーク（現社の前名）に入社。経営戦略，
広報宣伝業務を担当後，2002 年よりソニーグループを横断し
たネットサービス開発に携わる。05 年からプロデューサーと
して Portable TV を立ち上げる。

ディスプレイが 4.3 インチ，16：9 と iPod や
携帯電話に比べてワイドで，480 × 272 ピク

て，映画，アニメ，ニュース，情報番組な

セルの高画質。販売台数も，今年 7 月には日

どを小型のメモリスティックにダウンロー

本を含むアジアで 520 万台，全世界で約 2,000

ドし，PSP で視聴する。当初無料で始まった

万台に達した。

が，100 〜 500 円ほどでダウンロードすれば

去年この PSP に動画を配信するサービス
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7 〜 90 日の限定期間内だけ視聴できる有料コ

を始めたのがソネットエンターテインメント

ンテンツも加わった。現在登録者数は 6 万人。

の Portable TV （P-TV）
。利用者は登録後

モバイルでの動画視聴は今後どう動くの

インターネット上のポータルサイトを通じ

か ? 動画配信では，どのようなビジネスモデ
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ルが模索されているのか ? そしてどんなコン
テンツが求められているのか ? Portable TV
のプロデューサー，宅島欣男氏に聞いた。

一番多いのは『自宅の部屋で見る』
アンケート調査結果が示すモバイルでの動画視聴の実態

―いつでも，どこでも映像が見られる環境が
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できたら，人は何を，いつ，どこで見るのか
知りたいところです。宅島さんは，そのあた
りをどうご覧になっていますか ?
宅島 : モバイルでの動画の視聴実態の一端を
示すデータがあります。ゴールデンウィーク
に P-TV のユーザーに対して WEB アンケー
トを行いました。いろいろなユーザー属性や，
メディアとの接触などに関して約 500 サンプ

6％
47％

4％

企業経営・
役員／管理職

自営業
（従業員9人以下の
商工サービス業）
会社員
図 1 〜 4 すべて N=591（人）
So-net Portable TV アンケート調査
Research Report（2006 年 9 月 5 日より）

ルを対象にした調査です。まず対象者のプロ
フィールですが，30 代が 37% とちょっと多
くて，あとは 10 代も含めて均等に分布して
います。概ね PSP のユーザー層とかぶってい
ます。ちなみに PSP は半分がゲーム目的で，
半分がオーディオ & ビジュアル目的という用
途でお買い求めいただいているようです。対
象者のプロフィールとしては，男性が 95% で
ほとんど。職業としては会社員が 47% でマ
ジョリティ。ただ，
学生が 4 分の 1 という，
ゲー

プレイステーションポータブル（PSP）
約170×23×74mm（幅×高さ×奥行き）
© 2005 Sony Computer Entertainment Inc.
All rights reserved.Design and speciﬁcations are subject to
change without notice.
「※画像はハメコミ合成です。
」

ム機らしい特徴も出ています（図 1）
。
通 勤・ 通 学 は 30 分 か ら 1 時 間 の 人 が 24%
で最も多く，ユーザーは平均的な都会生活者
が中心なのかなと思います。
P-TV に登録する目的（図 2）を尋ねると，
「せっかく PSP を買ったからいろんな用途に
使いたい」という答えが一番多い。でも「外
出先で映像を見たい」という答えは年配の方
が意外と多くて，若い人は実はそうでもない。

メモリスティックデュオ（左）UMD（右）
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図2
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1 人で喫茶 仕事・家 人との
自宅の
仕事・授業・ 出張先／ 車の移動中 自宅の
トイレで 店やレスト 事などを 集まりの 浴室で
家事の休憩 旅先で
ランにいる しながら ときに
時間／お昼
ときに
休みに
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「形から入る中高年」という感じです。その
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コンテンツの満足度としては「とても満足」

横の「見たいコンテンツがある」というのは，

「まあ満足」というポジティブな評価が半数

逆に年齢が下に行けば行くほど増えます。つ

を超えています。10 代以下では，他の年代

まり「見たいもの，そのものに突っ込んでく

に比べて「とても満足」が非常に高い数字で

る若い層」という特徴が現れています。

出ていますが，理由を想像すると，私の世代

また，10 代以下では約 26% が「自宅で映像

においてオーディオのコンポがそうだったよ

を見たいと思ったから」と答えています。実

うに，自分の使える機器，外と接触ができる

はロケーションフリーとかワンセグでも同じ

メディアを持つことができるということでの

調査結果が出ていると思いますが，携帯メ

満足度が，非常に高いのではないかなと思っ

ディアが自宅で使われているパターンは結構

ています。

多いと思います。

―ファミリーではなく，パーソナルユースが
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状況別の視聴時間と内容
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できるということですね。

外出先ですと，一番多いのは「15 分未満」で，

宅島 : そうですね。やはり 10 代の方が自宅

見るシチュエーションによって 1 回の接触時

でパソコンを使う環境にあっても，アドミン

間は多少違う。次に，どんなものを見ている

（管理）権限があまりなくて，自分の使いた

のかを集約すると，いろんなシチュエーショ

いように使えないとか，親と共同，家族で共

ンの中で見ているのはアニメ，お笑いを含む

同という方が多いので， 自分単体で

ライトなエンタテインメント，音楽のクリッ

とい

う欲求が高まってくるのだと思います。

プ，それから映画系です。この調査の時点で

―場所はどこで見ているようですか ?

はニュースみたいなテレビコンテンツは配信

宅島 : 私が実際に使ったことがあるシチュ

していなかった。これが入っていると多少

エーションを並べて，ユーザーさんに複数回

違ったかなとは思います。

答で選択してもらいました（図 3）。一番多

だから，シチュエーションごとにコンテン

いのが「自宅の部屋」
。全体でならしても 8 割，

ツが違っているかというと，そうではなくて，

10 代ですと 9 割を超えます。年齢が高くな

見たいものは固定で決まっていて，それをシ

るほど割合は低くなるんですが，これはもし

チュエーションの中でうまく時間を使って見

かしたら，お父さんたちは自分の部屋がない

ている状況なのかなと思っています。映画は

からかなと思ったりもしています（笑）
。

やはり「出張先／旅先で」というところの数字

次に外出先のシチュエーションとなると，

が際立って出ていて，ある程度長く接触する

「電車の待ち合わせ」
「乗っている時間」
，そ

ことを前提にして，ちゃんとコンテンツを選

れからちょっとした隙間時間ですね，
「出張

ぶようです。これから場所に合わせてという

先の道中」「トイレ」
「喫茶店」
，いろいろあ

か，もうちょっとモバイルのシチュエーショ

ります。私は防水キットを持っているので風

ンに合わせたコンテンツというものを，今コ

呂場で暇つぶしに見たりするんですが，みん

ンテンツを提供いただいている 60 社の企業と

な結構長風呂なんですね。お風呂での視聴が

一緒に考えていこうかなと思っています。

3 割もいたのには，おおっ…って感じ。PSP
専用の防水キット，実際に売れているんです

ますますホットな動画配信ビジネス

よ。あと 10 代は人が集まるときに持っていっ
て見せびらかしたりする。お笑いのビデオみ

―パソコンや STB への動画配信は去年ブレ

たいなものを持っていって，人とシェアリン

イクして，GyaO やヤフー動画が抜け出して

グしたりとか，そういう使い方もあるようで

います。モバイルでは音楽配信が好調ですが

す。

動画はいかがでしょうか ?

それから，今のシチュエーションのところ

宅島 : 今，これだけデジタル音楽マーケット

で「1 回につきどれぐらいの時間見ますか」と

が立ち上がっていますが，動画に関しても同

いう設問をしました（図 4）。自宅の部屋で見

じ状況で，ブレイク寸前のところまで来てい

る場合，一番多いのが「30 分以上 1 時間未満」

るかなと思います。

です。意外と長見しているという状況です。
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PC 上では，最近 YouTube（ユーチューブ）

inter
interview
interview
view
などのメディア価値をめぐりホットな論戦が

てしまってアップできるという，プロシュー

ありますけど，動画がこれほど簡単に扱える

マー（専門的な利用者）のニーズに応えてい

こと，ブログとかコミュニティと連携してい

る。ダラダラしたものじゃなくて，ちゃんと

ることが非常に面白いところで，無料の動画

したものを人に見せてシェアしていく流れも

サイトも，ブログのような形になっていって，

始まっているので，動画をめぐるいろんなビ

ユーザーが使うインターネットの 1 機能とし

ジネスモデルが渦巻き，とてもホットなのか

て定着するんじゃないかなと思っています。

なと思います。

そこにメディア価値がどれぐらいあるのかは

モバイルに関してですが，先に音楽のレイ

ちょっと置いといて，私も昔，映像編集系の

ヤーの中で，アップルや音楽携帯では KDDI

人間だったので，こういう時代は非常に面白

の LISMO !（リスモ）4）みたいなものがあり

いと思います。

ますけど，この先おそらく動画のマーケット
1）

Photobucket（フォトバケット） ってご

が音楽の横に立ち上がるだろうと思います。

存じですか。アメリカの写真のシェアリング

標準化の IP 放送みたいなものもありますが，

サイトなんですけど，非常によくできたビジ

それはちょっと置いといて，モバイルの方が

ネスモデルで，いろんなブログだとか，オン

やはりお金になる，ユーザーにとってもすご

ライン上の海外オークションサイトの eBay

くホットな領域なのかなと思います。

（イーベイ）などから叩いて使えるシェアリ

―「まもなくブレイク」ということですが，モ

ング機能なんです。例えば Photobucket にイ

バイルの動画マーケット

メージアップしておくと，ユーザーの PC 上

にブレイクするというふうに考えておられま

でそれがスライドショーみたいに流れていく

すか ?

んです。またこれを叩くと，
そのフォトをアッ

宅島 : ひとつは新しい画像圧縮技術 H.264 の

プした人のブログにつながったりとか，あと

コーデックを搭載した専用端末，携帯端末が

は写真を eBay に上げて，何かのオークショ

今年の冬から続々出てきます。ソニーを含め，

ンのアイテムを出品している人につなげてい

さまざまなメーカーがそこに照準を当ててビ

く。写真で起こっている，こういうポータル

ジネスを動かしていきます。今は PSP のよ

サイトと連携するシェアリングみたいなこと

うな専用機，それからワンセグが徐々に始

が，おそらく動画でも起こってくるだろうと

まった時期ではあるんですけど，今年の冬か

思います。

ら魅力的なハードがかなり出てきますので，

もうひとつ面白いと思うのは，IcePod で

は，何をきっかけ

そこで盛り上がるだろうと思います。おそら

すね。YouTube みたいな，コンシューマー

くそこをきっかけにして，レースが始まり，

（ 一 般 利 用 者 ）が だ ら だ ら 自 分 で 撮 っ た も

選ばれたグループが勝ち残っていくであろう

のを上げるんじゃなくて，オンライン上で

と思っています。マイクロソフトも 12 月か

2）

編集できるんです。Final Cut とか Adobe
3）

ら Zune を投入すると公式にアナウンスして

Premiere- がオンラインにあるみたいなもの

いる。マイクロソフトでさえ，そこにフォー

ですけど，サーバーサイドで全部それをやっ

カスしてやろうとしています。
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―アップル社は映画が 100 時間入る，記録

ういう専用機のマーケットというのは，ハード

容量 80 ギガバイトの新型 iPod の発売を公

ウェアのシェアとかを含めたメーカー間の主導

表しました。モバイルではありませんが，

権争いみたいなものが入ってきますので，そ

ハイビジョンが見られるソニーのゲーム機

こでの動きは非常に悩ましいものになります。

PS3 も 11 月に発売されます。もちろんライ

― PC ならば，どのメーカーの PC でも同じ

バルの任天堂も，インターネット接続できる

配信映像が見られるわけですけど，携帯端末

新型ゲーム機「Wii」
を売り出します。こういっ

はそうはいかないわけですね。

た相次ぐ新機種の導入で，動画配信のどこが

宅島 : 携帯電話のキャリアはナンバー・ポー

どのように変わりますか ?

タビリティも始まっています。今，携帯電話

宅島 : おそらく今の音楽配信と同じぐらい，

で音楽というと au を思い浮かべると思いま

みんなが注目するようなサービスになると思

すけど，こんどは動画サービスだったらどこ

います。今は PC でストリーミングで見る動

…と思われたいとみんな考えています。

画ですが，そうではなく，端末ごとに最適化

―そうすると先陣争いになり，各社とも一気

された新しい動画サービスというものを，各

にシェアを伸ばそうするわけですね。それが

社一斉にやってくると思います。

今年の冬から来年にかけて起こる…。

―端末に合ったクオリティになるということ

宅島 : そうですね。音楽は携帯の領域に関し

ですね。

ては 1 回戦が終わったと言ってもしかたがな

宅島 : そうです。ユーザーが PC でやってい

いぐらい，アップルの一人勝ちになっていま

ることと違う点を，どうとらえて受け入れる

す。ソニー，マイクロソフト，その他の企業は

のかは，まだわかりませんが，動画という

2 回戦は絶対負けないという意気込みで，動

のは今ここでビジネスをしている人にとって

画に力を入れてくる。当然ながら，アップル

は，
音楽に続く 2 匹目のドジョウなんですね。

なんかは魅力的なハードを使って，もう 1 回

だから，みんな逃さないようにと全力でやっ

その戦いに勝とうしてきますよね。これはお

てくると思います。

そらく端末にととまらず，いろんなもののサイ

―先日，USEN のモバイル GyaO の登録者

クルで，永遠に戦いは続いていくと思います。

数が 45 万と聞きました。まだ，どこのサイ

例えばゲーム機に関しては大体 3 〜 4 年ぐ

トもそれほど多くのユーザーをつかんではい

らいでひとつの商品のライフサイクルを終え

ないということですね。

ます。昔でいうと，プレイステーション 2 な

宅島 : そうですね。ただ，PC でヤフーがやっ

んかはもう皆さん忘れているドリームキャス

ていたり GyaO がやっていたりすることとい

トとシェア争いをして勝って，3 〜 4 年市場

うのは，ある程度 Windows の DRM があり，

を独占していたわけです。そこへ任天堂とか

Windows 上でブラウザを使ってやるという作

マイクロソフトがあらわれて，4 年後にもう

法があるので，あとはコンテンツとか，資本

1 回戦いが始まろうとしている。それは永遠

の論理で，結構ポータルの戦略みたいな形で

に繰り返す「仁義なき戦い」ですので，その

やられているわけですよね。そうではなく，こ

時代にホットな企業が，向こう数年の主導権
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争いをするというのがゲーム業界，それが片

ながるというファクターをトータルで演出し

や音楽で，次は動画のハードウェアで起こる

ていく必要があると思っています。

というふうに思っています。

―そういう意味ではコンテンツの売れ行きと

― 一方で，端末自体はより総合的になってい

ハードウェアがどのぐらい伸びるかというこ

ます。ゲーム機だったものがインターネット

とは不可分の関係にある…。

もできるし，動画も見られる…というように。

宅島 : はい。音楽配信のサイトでソニー系で

宅島 : そういう意味ですと，コンテンツに関

すと Mora というサイトがございますけど，

してもさることながら，複雑化するこういう

やはりあそこが 100 万ダウンロードいってブ

機械，機器をつくる水平分業のプロダクト企

レイクしたというのも，ウォークマンがその

画・生産体制を総合力を持って動かせる企業

時点でブレイクしたからサービスが引きずら

力が非常に重要になってくると思います。

れて上っていったわけで，おっしゃるとおり，

― PS3 のヨーロッパでの販売延期やリチウム

そこの相関関係は非常に補完的なもので，片

イオン電池の大量リコールなどでソニーはこ

方がうまくいくと片方に伝播するという意味

のところへこんでいます。でもビジュアル系

で，コンテンツとハードというのは一体だと

機器には周到な全体設計の存在を感じます。

思いますね。

例えば「スゴ録」は録画したデジタル放送の
映像をメモリスティックにムーブすると PSP
に入ってくるわけですね。ソニーが出してい

多様なニーズに応える
ビジネスモデルの模索

るビジュアル系機器はひとつのものが次のも
のにつながっていく。全体がシェアを上げて

P-TV は，去年 7 月のスタート当初はすべて

いくためには，個々の端末で市場を獲得しな

無料配信だった。その後映画などを有料化し，

くてはならず，そのためにコンテンツも魅力を

ペイパービュー・レンタルと称して，メモリ

増して…という連関を作る作業が必要になる

スティックに動画をダウンロードすると，決

わけですね。

められた期間は PSP で視聴できるが期限が切

宅島 : そうですね。そこで先に音楽の領域で

れると映像が消える方式を導入した。しかし，

やられちゃったのがソニーであり，勝った

ユーザーから視聴期間が短すぎるなどの苦情

のがアップルであるという認識のもとに，ソ

が出たため，今視聴期限のない「売り切り」型

ニーとしては今回は負けられない戦いになっ

の導入を検討している。そのほか「月額制で

ているわけです。

見放題」
「広告のついた無料コンテンツ」など，

―ユーザーがソニー製の録画機を持ち，PSP

多様なビジネスモデルを模索している。

も持っているという未来像。できれば PC も
薄型テレビもソニー製で，全部がつながって

宅島 : ビジネスの状況でいうと，動画ってひ

くることをイメージしていますね。

とつの言葉で言えないほど，その中にいろん

宅島 : その複数のデバイスでのバリュー

なビジネスが入っている。テレビ局のものと，

チェーンといいますか，いつでもどこでもつ

映画みたいなパッケージ，配給を前提にした
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うところが主力です。
―サブスクリプショ
ン・レンタルというの
はどのようなサービス
ですか ?
宅 島 : 月額で落とし放
題。ただし時間が来ると
映像はユーザーの手も
とから消えていきます。
―サービスはまだこれ
からですね。
宅島 : ただ，そう遠く

20

ものを同列に扱うことはできないと思ってい

ない時期にやります。世の中のスピードが

ます。「iPod のビデオの次の機種がなかなか

上がっている分，我々もスピードアップして

出なかったのは，ハリウッドがどうしても契

やっていくつもりです。

約条件を譲らなかったから」みたいな話がよ

―いくつかのトライアルをして，どれが一番

く聞こえてきますけど，そういう先のことが

消費者にとってニーズがあるかを探っている

わからない状態に対応していくためにも，い

というような…。

ろんな映像を受けとめていくという観点から

宅島 : ただ，ユーザーのニーズはひとつに絞

も，こういうモデルを全部そろえた上で併存

りきれないと思っていまして，多様化する

させるという志向を持って，ビジネスをやっ

ニーズに応えていくというほうがたぶん現実

ています。レンタル，月額，売り切り，広告

に近しいかなと思います。

がついたフリーのもの，それからポッドキャ

―例えばどういうコンテンツが今の主流であ

スト，完全にフリーのユーザー投稿型のもの。

るペイパービュー・レンタルとマッチしてい

これは全部この割合でコントロールをしてい

て，どういうものがそれではうまくいかない

こうと思っています。フリーのものがあるが

のですか ?

ゆえに有料のものが売れたりとか，そこの組

宅島 : ニュースみたいなものは今のレンタル

み合わせをしていくことでユーザーに対して

にすごく合っていると思っています。1 日た

いろんな機能を提供できるメディアとして，

てば古くなってしまいますので，どんどん

今後 1 年ぐらいやっていくと思います。

ユーザーの手もとから消えていっていい。こ

―確定的なビジネスモデルがあるのではなく

れは非常にマッチしている。セルスルー（売

て，試行錯誤しているんですね。その中で，

り切り）に関しては，音楽と映画です。ハリ

今のところ中心になるのは何ですか ?

ウッドもそれを望んでいますし，楽曲の配信

宅島 : この中でいうと，ペイパービューのレ

の延長線上でとらえると，音楽ジャンルはや

ンタル，サブスクリプションのレンタルとい

はりみんな手もとにライブラリーとして集め
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たいというニーズがありますね。

宅島 : Wi-Fi，無線 LAN の普及です。今で

今申し上げた通り，やはりニュースと映画

もユーザーは，パソコンを通じてダウンロー

というのは同列に扱えないので，最適化させ

ドするのでなく，直接 PSP をネットワーク

るためにいろんな機能を用意する。
それから，

につないで落としている人のほうが多いので

広告に関しては，映像そのものがインフォ

す。そのうち外の公衆無線 LAN を使ってい

マーシャルになっているものでもいいと思っ

るというのはまだまだ少数にすぎないので，

ています。あとは広告がアタマについて，そ

自宅のブロードバンドの環境に無線で接続し

れを再生すればコンテンツそのものは無料で

ている人が一番多いと思います。実際のとこ

見られるモデル。

ろ，私も家でダウンロードすることがあるん

― CM スキップができない，GyaO の方式で

ですけど，PC を起動するのが面倒臭くて，

すね。

そのままアクセスしたほうが確かに便利で

宅島 : そうですね。企業とコンテンツホル

す。KDDI の LISMO ! の失敗というのも，そ

ダーのニーズをマッチできるものもたくさん

こに一因があったと私は個人的に思っていま

ありますので。

す。携帯を PC につなぐというのが，今まで

―その辺は他の配信サイトの事例を参考にし

携帯ですべて完結していた人からすると違和

つつ，という感じですか ?

感があったのではないかと思っています。

宅島 : そうですね。ただし GyaO とかヤフー

―動けるものが固定的なものに依存するとい

みたいに PC 狙いで割り切れればいいんです

う関係が，何となく面倒臭い感じがするんで

けど，たくさんの機器を相手にしていくとい

しょうね。

う意味からしても，配信する端末はまだひと

宅島 : そうですね。なので，Wi-Fi を積んだ

つには絞りきれないです。

というのは，ダウンロードするビジネスにとっ

―ほかの端末への配信も考えているのです

てもいい結果になったかなと思っています。

か?

―自宅での無線 LAN が，割と普及したこと

宅島 : そうです。携帯電話は可能性がありま

も関係しているんでしょうか ?

す。PC はあまりスコープには入っていませ

宅島 : そうですね。最近は 1 万円もしないで

んけど，テレビに出すという方向は考えてい

バッファローのルータなんか売っています

ます。そのうち IPTV みたいなものが出て

し，ノートパソコンを家の中のどこでも使い

きたときは，当然ながらソニーはテレビをつ

たいという方のニーズは結構あったと思いま

くっている会社ですので，そこにコンテンツ

す。その環境にうまく PSP も接続させて使っ

を出していく方向は絶対にあると思います。

ているのではないかと思います。
―公衆的なところの無線 LAN はあまり使わ

鍵は無線 LAN の普及

れていないんですか ?
宅島 : それは NTT 東西も，先日ソフトバン

―モバイルへの動画配信がブレイクする条件

クテレコムになったところもそうだと思いま

は他にはありませんか ?

すけど，まだまだ全体の固定回線からすると
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100 分の 1 あるかないかというぐらいの規模

ミュージックビデオ，プロモーションビデオ

だと思います。

があり，その流れはすでに強く，それはそれ

―その理由は何でしょう ?

でいいんですが，もうちょっとユーザーの音

宅島 : ひとつは，今まで完全にビジネスユー

楽体験をディープなものにするという意味で

スをターゲットにしてきたことだと思いま

は，ライブですね。それをビジネスとして世

す。ノートパソコンで外でビジネスマンが…

界規模でできないかと思っていて，例えばロ

と，宣伝サイトに行くとみんなそういう絵柄

ンドンでやっているものをすぐエンコードし

になっているんですけれど，PSP などで遊

てグローバルな形で日本でも取ることができ

ぶコンシューマーに Wi-Fi を使わせるという

るというような…。

ことに対して，各社ともあまりフォーカス

―例えばローリング・ストーンズといわない

をしてこなかった。実際にホットスポット

5）

までも人気のあるロックバンドのライブを，

が立っているところもオフィス街がほとんど

日本でも同時に中継するとか，編集してク

です。あとはスターバックスとか。
もうちょっ

リップにして流すとかするのですか ?

と我々端末側も，無線のポイントを設置する

宅島 : やり方はいろいろあるにしても，今年

側も協力して一緒に取り組んでいかないと，

うちもダウンロード権を購入して配信した

なかなか家からユーザーを出すというところ

サッカーのワールドカップみたいに，ヨー

には向かわないのではないかと思いますね。

ロッパで起こっていることをリージョン（地

―他社も似たようなことをやっていますが，

域）の差をなくして日本でも取れるというの

結構苦戦されていますよね。

は，スポーツだけではなくて，いろんなとこ

宅島 : そうですね。ただ，来年どうしようも

ろに応用できるなと思っていまして，それは

なく起爆剤になるのは，携帯のハイブリッド

できるだけリアルタイムに見られるものとし

機が出てくることです。それでみんな接続単

てやっていけたらなと思います。

価が安い Wi-Fi の回線を使ってくることが予

―当然オリジナルな番組も増やしていかれる

想されるので，無線 LAN は一般化，公衆化

と思いますが，今のところ人気のあるコンテ

せざるを得ないようになると思います。

ンツは何ですか ?
宅島 : 今のところゲーム機という PSP の特

モバイルで何が見たいか ?

性がありますので，一番人気があるのはア
ニメですね。ゲームユーザーとアニメユー

22

―テレビもラジオも，メディアはヒット商品，

ザーってかなり近いと思いますね。

コンテンツがあってグンと伸びたという時期が

―ダンスレッスンや韓国語講座などもやって

あると思うんですが，モバイルの場合，今後ど

いますね。

んなコンテンツが有力になると思いますか ?

宅島 : そうですね。いろんなジャンルのものを，

宅島 : 短期的な話で恐縮ですが，これから

基本的にはあまりバイアスをかけずに何でも

ユーザーに提供していこうと思っているの

扱うという姿勢でやっています。語学・教養

が音楽のライブビデオです。音楽でいうと，

何でもありますね，料理番組ですとか。
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― P-TV を拝見していて，GyaO など PC に

我々もそうですし，業界全体で喚起できると

配信しているサイトと品ぞろえの傾向が似て

ころまで至っていないというのが正直なとこ

いるように感じます。宅島さんはモバイルな

ろです。ただ，それは今の話とすごく近くな

らこれだ，という特徴的なコンテンツはどん

るんですが，コンテンツの問題なのかと言わ

なものだと思っていますか ?

れると，意外とそうでもない気がする。それ

宅島 : コンテンツで差が出るというよりも，

はユーザーにとって外でコンテンツを意識し

ユーザーの受け取り方，見るシチュエーショ

ないで受けるための自動化のプロセスという

ンをどう演出してあげられるかということだ

のが，まずは一番重要かなと思います。

と思っています。

―どうもありがとうございました。モバイル

コンテンツでも多少差があると思ってはい
ますが，世の中で消費されやすいのはコマー

な映像のこれからの動きに注目し，創造的な
コンテンツの展開を期待しております。

シャルチックなコンテンツなので，同じ時期
に売れ線のものは決まっていて，今だったら
これというふうなものをそれぞれサイトの前
に出すと似たように見えると思うんです。そ
うではなくて，PortableTV が目指している
のは，ストリーミングでユーザーが自分から
選んで見るスタイルというよりも，映像が手
もとにどんどん自動で落ちてくる形。で，見
たいときにそれを自分で取りだして見るとい
うスタイルですので，同じコンテンツでも，
ユーザーにとっての価値はだいぶ違ってくる
のかなと思います。
―サーバー型 TV などが目指す，いわゆる
パーソナルテレビですね。自分がこういう傾
向が好きだよと仕込んでおくと，そういう動
画が入ってきて，それを選んで見ると。
宅島 : そうですね，スゴ録が小さくなって画
面がついたみたいな，そういうものだと思っ
ていただければいいかなと思いますけど。
―そのことと，先ほどのアンケートで，思っ
たほど持ち歩いて見ているわけでもないとい
うあたりを，どう考えるかということだと思
うんですが…。
宅島 : 外に持ち歩くという需要はまだまだ，

（ななさわ きよし）

注
1） www.photobucket.com
2）アップル社製の MacOSX 用ビデオ編集ソフト。
3） Adobe 社製のノンリニアビデオ編集アプリケー
ション。ホームビデオから業務用まで幅広く使
われる。
4） au Listen Mobile Service。PC 上のポータルサ
イトにある MUSIC STORE を通じて「着うた
フル ®」を購入し，ケータイに転送することな
どができる。
5） 空港や駅，ホテル，喫茶店などで無線 LAN を
使ってインターネットに接続できるアクセスポ
イント（厳密にはその中で NTT コミュニケー
ションズが運営するもの）。主なサービス会社
5 社の手で，現在全国約 1 万 2,000 ヶ所に設置
されている。
＊ 6 回に渡った連続インタビュー「動くか，日本の
映像コンテンツ」は今回で終了いたします。
ブロードバンド時代に入り，コンテンツと呼ばれ
るようになった映像が，その「運び手」や「運ば
れ方」だけでなく，
「内容」においても，今まで
見たこともない新鮮な姿で登場することを期待し
ていますが，現状では PC でもモバイルでも，ゲー
ムとアニメを除くとまだ映画やテレビのコンテン
ツが主流のようです。やはりネット上の新たなメ
ディアの出現が待たれますが，双方向性という
ネットの特性を生かした YouTube など動画投稿
サイトの急展開を見ると，その日は意外と近いの
かも知れません。
皆様のご協力に，深く感謝いたします。
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