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1章 映画業界の現状 

背景 
 
現在の映画業界は岐路に立っている。従来の経営方法では今後生き残ることは困難と言

われている中、各企業がそれぞれに新しいビジネスモデルを構築している。また経済産業

省の支援も本格的に始まり今後の映画ビジネスは様々な形へと変化していくものと考えら

れる。 
最近の流れは、デジタル化、アニメ、リメイク版、“純愛”映画などにより、外国産に負

けない強力な日本製の作品が出てきている事である。これらの登場により日本製は世界に

通用する映画となってきている。そしてそのような良質の作品の増加により、最近では国

内の映画人口も増加している。 
 

（図1）最近の国内映画人口の推移
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               (社)日本映画製作者連盟発表資料 2005年 1月を元に作成 
一般的に映画人口は減少傾向にあると言われ続けて来た。しかし（図 1）を見ると解る通
り、実は映画人口は現在に至るまで増え続けている。更に 2004年には、スタジオジブリ製
作 (配給元：東宝)のハウルの動く城が興行収入約 300 億円という凄まじい記録を打ち立て
ている。前述の通り、デジタルやアニメ、リメイク版などは現在の日本の映画産業を支え

るものに成りつつあることは確かである。 
 



 3

 
１－１ 映画料金について 

 
ちなみに映画を売り上げるために必要な興行収入、つまり国内の映画料金の体系につい

て少し説明すると。他の先進国と比べ、料金が異常に高い事が（表 1）を見ると分かる。 
  
(表 1) 各国の主要都市との映画料金の比較表 

  東京 ﾆｭｰﾖｰｸ ﾛﾝﾄﾞﾝ ﾊﾟﾘ 

映画鑑賞料

（１回） 
1800 前後 

1000 円前

後

1400 円前

後

800 円前

後

 
 映画料金に対しての考察 

(ア) 各国の主要都市に比べ、日本の映画料金が高い 
(イ) ブームが来れば飛びつくのが日本人の性格であるが、ブームが去った後の事を考
えればこの料金は入場者数を減少させる要因にもなりかねない 

(ウ) 入場者の減少に待ったをかける為に、大手のシネマコンプレックスなどが取り組
んでいる、シニア料金、レディースデイなどの安価な料金で映画を楽しめる制度

を実施している 
(エ) 根本的に映画料金は高いという考えは変わらず、特定の日以外は人数を稼ぐこと
は依然として難しいのが現状である 

それにも関わらず映画人口は増え続けているのは何故だろうか。これは映画という作品

の良し悪しだけではなく、他の要因が影響していることが挙げられる。 
 
1、 シネマコンプレックス(以下シネコン)の存在 
今までの映画館とは違った新しいタイプの複合型映画館が出来てきていること。この

存在により、映画の他に飲食店、ショップが近くにあり時間をつぶす事も可能である

し、一日を楽しんだ後、帰りに立ち寄ることも可能である。つまりシネマコンプレッ

クスは都市、地方に関係なく集客する力を備えた理想的な映画館と言える。次の章で

シネコンの数等は説明する。 
（大手のシネコンの例） 
松竹…MOVIX 
東映…ティ・ジョイ（ワーナーマイカルと共同出資） 
東宝…TOHOシネマズ、ヴァージンシネマズ(ヴァージンシネマズを買収) 
   お台場のシネマメディアージュ(国内最大級) 等 

2、 ヒット作品の増加 
ブロックブッキング制度の崩壊に伴い、ヒット作品がより世の中に出るようになった。
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ブロックブッキングとは、ある一定期間内はヒットしていなくても契約上放映し続け

なければならないと言う制度のことで、ヒット作品が同時期にあったとしても今まで

は優先することが出来なかった。つまりこの制度の崩壊により、ヒット作品優先で上

映が可能になった。その結果、純愛映画や多くの人気アニメ作品がヒットする一つの

要因となった事と考えられる。   
 
※ これらの結果を踏まえると、シネコンやヒット作増加現象は従来の映画システムを

壊して、新しいモノを作り上げた事が映画人口を増加させたのではないかと考えら

れる。 
 
1－2 現在の映画の売上 
 
映画業界の売上の推移 

 
(社)日本映画製作者連盟発表資料 2005年 1月を元に作成 

 
 全体では 2004年期の興行収入が 2109億 1400万円となり、前期の 2032億 5900万円よ
り 3.8％アップとなり過去最高を記録するなど、映画産業の売上の増徴が著しいのは見て取
る事が出来る。その中で邦画部門は（2004 年期）790 億 5400 万となり、３７．５％（前
年比１７．８％）という数字になった。かつての邦画離れがここに来てようやく流れを変

えつつあると言える。 
 
要因 

興行収入の推移 
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(図 2)興行収入の推移を示した図 
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1、安定した売上を誇るアニメーション映画 
スタジオジブリ作品、原作アニメの映画化(キャシャーン、デビルマン等) 
その他 CG映画(イノセンス、スチームボーイ等) 

2、純愛映画の流行 
世界の中心で愛を叫ぶ、解夏、いま、会いに行きます 等 
※ これらの作品はテレビドラマ化されている。 

3、 ミニシアターの流行 
  こだわりを持つ映画ファンの確保を目的として、大手が配給を行なう作品とは違っ

た単館映画が伸びている。 
（例）シネマライズ等 〔作品例〕アメリ、トレインスポッティング(海外作品) 
4、 映画製作への新しい取り組み 
 映画製作費用の収集目的として映画ファンドというものが新しく出てきている。

あたる映画を予想し、個人投資家が投資を行い、興行収入や DVDなどの儲けから配
当金を計算しリターンする制度である。 

  日本発の事例は映画配給会社である松竹が行った。対象作品は「忍 ＳＨＩＮＯＢ

Ｉ」で、製作費と配給経費を併せた１５億円のうち、１０億円をファンドで調達。

また、この配当金はビデオ、DVD、レンタル状況、グッズの売上も含まれているた

め２００６年度末まで具体的な数字は出ない。 
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1－3 現在の映画業界の流れ 
 
現在の映画業界の流れとしては映画というソフトを単品では使用せずに、複数の場所で

の使用を目的にしている。原作本のノベライズ化、TV ドラマ化、DVD 化、キャラクター
を使用した製品などメディアミクス戦略を各企業が打ち出している。その中でも映画とい

う映像ビジネスに焦点を当て、インターネットやデジタルテレビでの放送(VOD)をこれから
紹介していこうと思う。 

 VODなどのデジタル放送について説明する前にデジタルシネマというものについて説明
しようと思う。昨今のデジタル化により、映画自体も従来のアナログ方式とは違う形を取

るようになってきている。映画作品を製作から配給、上映にかけて全てデジタルで行われ

るデジタルシネマが次第に使用されるようになり注目を集め始めている。これにより現在

は日本の強みであるアニメーション作品と CG 作品は更なる進化を遂げようとしている。
もともとアニメーション作品は CG 処理などを施したデジタル作品であった。それをデジ
タルデータとして扱っていたのは製作側だけであり、上映する際にはその都度フィルムに

映画 ノベライズ化 キャラクター製品 

インターネットでの視聴 

映画のデジタル化 

・ 著作権問題 
・ セキュリティー問題 
・ 参入企業の多様化問題 
など 

・ 版権問題 
・ 二次利用における、製

作者側への利益分配

の問題など 

・ 著作権問題 
・ 模倣品問題 
など 

・ デジタルシアター 
・ デジタルシネマに

よるクリエーター

不 足 の 問 題 

など 

ここに重点を絞

って進める 

（図 3）簡単な業界図 
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焼き直し上映していた。この方法では手間もかかる上に、多額のコストと時間が掛かって

しまう。特に製作側を金銭面で圧迫し製作環境を悪化させるとして、ここ十数年では映画

業界の最大の課題であった。しかしデジタルシネマの登場により、様々な面を改善出来る

ようになったと言える。 
もう一つのデジタルシネマの良い点として、二次利用へスムーズに対応できる事が挙げ

られる。従来の映画ビジネス(フィルム映画等)と違う点がまさにこれで、上映後はデジタル
データによるスピーディーな対応が出来るようになった。良い事尽くしのデジタルシネマ

であるが、まだまだ問題点が数多く残されている。 
 
①フィルム映画しか扱わないクリエーターがどう対応していくのか 
②デジタルシネマで撮影された作品をどこで上映するのか 
③デジタルシネマ専用のシアター（デジタルシアター）にかかる設備費 
 
などがそれに当たる。これらの問題点を踏まえた上で、デジタルシネマについて説明して

いこうと思う。まずは次のページの図表で、デジタルシネマを使った映画の流れを見てい

くことにする。
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２章 デジタル映画の台頭 

２－１ アナログとデジタルの違い 
  
図を使用して映画製作から上映、またその後の使い方までを説明する。   
アナログ映画の流れ               デジタルシネマ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

映画がスクリーン

で上映される 

約 6ヶ月後にビデオ･

DVD 化される 

その約 30 日後～90 日後にペイ･パー･ビュー

で公開(ペイ・パー・デイなどもある) 

その後ケーブルテレビ放送、

衛星放送、無料のネットワー

クテレビの放送 

映画が製作、編集、

配給される 
製作、編集、配給にはフ

ィルムを使用 

劇場用のフィルムを各劇

場ごとにコピーする 
 
劣化防止対策としてコピ

ーのコピーが必要 

コスト的な問題より、時

間的な問題がある  
(マスター版を輸送など) 

映像劣化などの問題がある 

基本は全てデジタルで行わ

れるため、プリント代、そ

のための所要時間などがカ

ットできる 

上映する劇場ごとにデータを

送信するだけでよい 
 
劣化防止対策がいらない 

デジタルデータで扱うた

め、簡単に DVD・ビデオ化が

出来る 

 

時間の短縮にもつながる 

各局で放送される場合に

映像劣化の心配が無い 
 
VODとして、新たなサー
ビスの提供が出来る 

(図 4)アナログとデジタルの違いを表す図 
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２－２ 映画を変える力…その① 
 
デジタルシネマについて 

 
撮影方法の変化 
映像がアナログからデジタルへと移行している中、実写映画の製作工程では、さまざま

な撮影方法が映画に併せて使用されている。最もポピュラーなやり方は、フィルムカメラ

で撮影したフィルム映像の中から、デジタル処理が必要な部分だけを「テレシネ」と呼ば

れる機械を使ってデジタル化し、コンピュータに取り込む。そして CG 合成などのデジタ
ル処理をおこなった後、「フィルム・レコーダー」を使いフィルムに焼き戻すというもの。 
その他には、デジタル処理したい部分だけを最初からデジタルビデオカメラで撮影しフ

ィルムに焼くという方法や、全てデジタルビデオカメラで撮影しデジタル処理した後に最

終的にフィルムに焼くという方法もある。 
 
（表 2）国内のデジタル化状況を示した図 

 国内の各映画製作過程におけるデジタル化状況 
撮影のデジタル化 後処理のデジタル化 上映のデジタル化 

50%程度 ほぼ 100% 2%程度 
 

 
(表 3)国内の一般映画とデジタルシネマ製作本数の比較 
製作年 邦画公開本数 デジタルシネマ製作本数 

2001年 281 11

2002年 293 39

2003年 287 37

2004年 310 50

(社)日本映画製作者連盟発表資料 2005年 1月を元に作成 
 
デジタル化が進んでいるとはいえ、２００４年の段階ではまだ総製作数３１０本中５０

本程度しか完全デジタルで撮影されていないのが現状である。撮影方法のデジタル化状況

は（表 2）を見ても分かる通り、後処理はほぼ１００％になって来ている。後処理とは補正
作業など。また、映画そのものの特色等から撮影時のデジタル化は、１００％にはならな

いと考えられている。 
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２－３ デジタルシネマのメリットと問題点 

 
メリット 
・ コストの面…プリント代を含めた諸費用を削減できる 

(例)原版のプリント代、映画館それぞれに渡されるコピー版のプリント代、映像劣

化対策における更なるプリント代など 

映画 1本あたりのプリント代 米国で約 2,500～3,000ドル 
プリント本数 日本の場合、話題作で約 400本、通常は約 150～200本 
 

・ 上映が終わったフィルムは産業廃棄物として処分されるが、デジタルの場合は廃棄

物が残らない 

・ 色々な配給方法が選べる 

・ コピーが簡単にでき、コピーしても画質が劣化しない 
・ 音声が高品質 

・ DVD ソフトや VHS など、流通面における時間の短縮も計ることが出来る 

・ 劇場公開後の VOD サービス、デジタル放送へ迅速に対応できるようになる 

※ 実際はパッケージ化、再編集などを行うため、そのまま配信は出来ないが、形

としては映像データを配信業者に送るだけで製品として視聴者に配信できる。 

・ 製作側は様々な撮影方法を選択できる 

 

問題点 

・ 製作側と劇場側の両者に共通するデジタル用映像機器の導入問題 

※ 導入するにあたり、結構な費用が掛かってしまうことが問題で、特に劇場のデ

ジタルシネマ用映写機はかなりの値段がする。数年前までは４０００万円～が

主流。現在は２０００万円～などもある。 

 

・ デジタル、衛星配信使用時の映像機器の設置問題 
※ 今後もしばらくはテープによる作品も生み出されていく為、既存の映写機を使用

しつつ、デジタルシネマ用の映写機も併用していく形を取る事になる。つまりそ

のためのスペースを確保することが必要になる。 

 

・ 著作権保護、違法配信に関するセキュリティー面の強化 など 
(第 4章にて説明) 
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２－４ 映画を変える力…その② 
 
デジタルシアターについて 

 
(社)日本映画製作者連盟発表資料 2005年 1月を元に作成 

 

 
(図 6)国内のデジタルシアター導入予想図 

               シード・プランニング マーケットリサーチ 6/23より 
 
国内におけるデジタルシアター(デジタルシネマ館)は２６館(２００４年度)スクリーン数

(図 5)国内のスクリーン数の変化 
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は３９館と、非常に少ないのが現状。ハウルの動く城(歴代観客動員数２位)でさえ、上映館
数は１２館である。つまりデジタルシネマが普及するためには、それを上映するデジタル

シアター（デジタルシネマ館）が不可欠である。その現状はというと、一応デジタル上映

は行われている。しかし大半のデジタル作品はフィルムに焼き直しをして、一般のスクリ

ーンで上映する形を取っている。 
 
また、大手とは別のミニシアター関連では、「トリウッド」、「ポレポレ東中野」、「渋谷シネ・

ラ・セット」、「シネクイント」等でのデジタルシネマ上映事例があるが、もともと小規模

での経営のため設備投資額の問題があり、デジタル化が遅れているのが現状である。この

問題を解決するための手助けを「デジタルコンテンツ協会(DCAｊ)」が行っている。 
詳細は２－５国の動きと結びつけて説明する。 

 
ちなみに、日本で初めてデジタルシネマを使用した映画が上映されたのは 2000 年 3 月東

宝の日劇プラザで上映された「TOY STORY2」。その 2ヶ月後には東映配給の「ピンチランナ

ー」が世界初の衛星配信によるデジタルシネマとしての上映(公開実験)が丸の内東映で行

われている。 

 
２－５ デジタル化に伴う国の動き  
  
デジタル化推進法案の発表に伴い、映画業界にも国からの援助が間接的にはいることにな

った。デジタルシアター(公共用)、放送事業のデジタル化、インターネット回線の普及など
がそれに当たる。 
 
デジタルシネマ普及に向けた 12の提言 
～2008年デジタルシネマ 500スクリーンに向けて～ 
（経済産業省のデジタル化推進法案より抜粋） 
 
1、 低価格で簡単な上映システムの検討 
2、 デジタル上映による利便性の実証について検討する 
3、 デジタルシネマ館による地域活性化効果 
4、 上映場所拡大（全国公共施設等） 
5、 ネットワークを利用した新たな流通系体の検討 
6、 シネアドを利用した映画上映館での事業付加価値の拡大策の検討 
7、 大学・企業間の連携強化についての検討 
8、 デジタルシネマ専門教育期間の設置 
9、 デジタルシネマ製作マニュアルの作成 
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10、 映像評価センターの設置 
11、 情報交換の場の設置 
12、 アジア諸国との情報交換 等 
1～4の提言 
デジタルシネマとデジタルシアター関連の提言で、これを行なう際には直接映画業界と

は関わらない。つまり商業目的にしないことが前提。しかしデジタル化された映像を扱

うことは同じなので技術の向上とデジタルシネマ、シアターの存在を広く認識させるこ

とが出来る。 
5～9の提言 
  現在のデジタルシネマを使用した製作者(クリエーター)を育成し、増やすことが狙い。
それにより無料閲覧用、商業目的の劇場向け映画コンテンツの増加が見込まれる。 

10～12の提言 
  国内のデジタル映画事業のクオリティーを向上させることが目的。 
  デジタル化を推進しているのは日本だけではないので、海外のデジタル化の規格と連

携し、全世界で使用可能になることが好ましい。 
 
２－６ デジタル化に対する動き 
  
デジタルシネマを普及させる１つの手段として、「デジタル de（みんなのムービー）プロジ
ェクト」が行われている。これは経済産業省主導の基、「デジタルコンテンツ地域上映事業

実証試験」の一環として、DCAｊが行っている。 
コンセプトは「上映機会を探しているコンテンツホルダー」と「コンテンツ上映に意欲

がある」上映者を、インターネットを利用してマッチングさせる事業にすること。 
この事業の狙いとしては映画産業の活性化、またそれに伴う地域経済の発展で、２００

２年より事業が開始された。モーニング娘。主演の「ナマタマゴ」や「トッカエッ娘。」が

青年会議所の協力を得て全国７５ヶ所で上映。動員数は８万人を超え、チケット売上は８

３００万を達成した。この結果は大成功と言える。今後の上映作品の増加、上映個所拡大

のため「デジタル de（みんなのムービー）協議会」が設立された。 
 
「デジタル de（みんなのムービー）協議会」 
・ コンテンツホルダー、上映者を会員制にする 
・ インターネットを利用したマッチングを行う 
・ マッチングでは、「作品の内容」、「上映期間」、「いくらで上映するか」を交渉 
・ 上映する場所にシステムが無ければ、プロジェクターと再生装置を貸し出す 
・ 上映会員数９０８団体、コンテンツ供給者会員３７８団体、 
登録コンテンツ１３６５タイトル(２００５年３月) 
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主な上映場所は、公共ホールやミニシアター、市民会館、学校、カフェ、映画祭、イベ

ントスペース等である。現在は４６都道府県で１１４２回の上映、収入は２億７４００万

円、２３万５０００人を超える動員数を記録している。この事業の面白いところは、カフ

ェや映画祭、イベントスペースといった普通の施設でも上映可能な環境を作り出してくれ

ている事やミニシアターのような一般の映画館も協力している事である。これだけ上映個

所が充実すれば、作品を披露する場所が少ない若いクリエーターにとっては大変貴重なモ

ノとなっていくだろう。これが更に大規模な事業になれば、日本独自の映画文化、映画と

いうモノの新しいスタイル(文化)が定着するかもしれない。 
 

大手や既存のデジタルシアターはどうなるのか 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（図 7）デジタルシアターに対する国の考え 
（図７）からも解るように、国の事業は現在の映画業界に対して全面的な援助を行うとい

うわけではない。既存のものはそのままで、新しくデジタル化を行いたい場所にはそれな

りのシステムを貸し出したりしている。しかしデジタル化に対して国は営利を目的として

おらず、映画業界とは間逆の位置にスタンスを置いている。国の考えは、映画業界は映画

業界で国は国でデジタルシネマ、デジタルシアターのクオリティーの向上、またデジタル

作品の製作、上映数の増加を目指すようにしている。そして最終的に両者が歩み寄り、ト

ータルで日本のデジタル化が世界に通用するようになることが最終目標である。 

 

上
映
規
模

 
レイヤー1

レイヤー2 

公共ホール 

ミニシアター 

劇場用 
シネマ 

既存のデジタルシアターはDCI
規格に沿ったもの 

既存のデジタルシアター以外 
新規公共ホール、ミニシアター

上映館数 
2008年に500スクリー

デジタルシネマ推進フォーラムの資料より 
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3章 映画ソフトを取り巻く様々な変化 

 
３－１ 各映画会社とその関連企業の新しい取り組み 

 
VOD（ビデオ･オンデマンド）サービスについて 

 
VODとは Video On Demandのことでインターネット上やケーブルテレビを使って映画、
ドラマ、ニュース、音楽クリップ、アダルトムービー、その他様々な種類のコンテンツを

視聴できるサービスのことである。中にはライブネットといった生中継の映像でさえ見る

ことが出来るようになっている。 
 
現在 IT企業や各ケーブルテレビ局などがこのサービスを立ち上げ、コンテンツの配信を
開始しだしている。まだまだ未開拓のビジネスであるが複数のコンテンツを扱うこの市場

は、将来的には 2000億円を越すビジネスになるとして様々な業界が着目している。 
 

 
（図 8）を見るとデジタル放送に関して、様々な業界が取り組んでいることが分かる。そ
れぞれの業界内の位置付けと違いについて説明しようと思う。 

 
A 配信業者 
通信業界からの配信サービス 

C コンテンツ保有
業者 
・ 東映 
・ バンダイ 
・ 角川  など 

A 配信業者 
・ USEN 
・ Yahoo 
・ BIGLOBE   など 一般視聴者 

B レンタルビデオ店 
・ GEO 

権利を貸す 
事業提携 

権利を貸す 
視聴はレンタル業者が独

自に行なう 

(図 8)デジタル放送業を取り巻く業界図 
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USENグループ 
企業情報  
資本金 ３５７億９，７６４万１，０４０円（平成１７年２月末日現在) 
従業員数 単体 ３，９５５人（平成１７年２月末日現在） 

連結 ５，４３７人（平成１７年２月末日現在） 
事業内容 放送事業、ブロードバンド・通信事業、カラオケ事業、映像・コンテンツ

事業、店舗事業 
◎有線ラジオ法届出事業者 
◎電気通信役務利用放送事業者（衛星役務利用放送） 
◎登録認定電気通信事業者 登録番号 301号 
◎一般建設業 東京都知事 認可（般-12）第 114831号 

USEN グループは放送事業、ブロードバンド、通信、映像、コンテンツ事業の他にも、
多くの事業を行っている。実質現在の映像配信業界の中では最も大きい企業であると言え

る。グループ内の配信業専門の子会社 GyAOが実際に配信を行っている。 
また(株)楽天と共同で立ち上げた ShowTimeなどもある。 

 
A の配信業者について（ＩＴ関連企業、通信業者）のまとめ 
・ ここに位置付けられるのは主に通信業を本業として営んでいる企業 
・ ＶＯＤサービスを構築する技術が売り 
・ 固定顧客の存在（既存のサービス加入者やプロバイダー契約者など） 
・ サービスの付加価値を付ける事が出来る(プロバイダー契約時、その後) 
コンテンツは本来保有していない立場にあるが、技術を提供する替わりにコンテンツ契

約をライセンサー、もしくはコンテンツの権利者と交わす。視聴者が配信サービスを受け

るやり方は大きく分けて２パターンある。 
① 視聴者がコンテンツ保有業者と契約し、サービスを受ける 
② 配信業者と契約を交わし、サービスを受ける 

違いといえば、専門チャンネルか否かである。専門的なのは①、広く様々なジャンルを

視聴出来るのが②である。放送のやり方は両者とも似たような感じであるが、①で多く見

られるのが番組表方式である。これは一般のテレビと同じように、日替わりで映像を配信

している。それに加えて、レンタル方式のサービスも行っている。②ではそれぞれのジャ

ンルのチャンネルで違ったサービスを行うのが主流。ニュース、スポーツなどは番組表方

式(ライブネット)であるが、映画はレンタル方式が多い。 
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GyAOについて 
・ GyAOは(株)USENグループの子会社であり、現在日本最大級のコンテンツ保有を売
りに、展開している 

・ 会員登録料は無料で GyAOのサービスを使用することが出来る 
・ 課金システム 
・ また、USENの光ファイバー通信加入を呼びかけて顧客の確保も同時に行なっている 
・ 実際の運営はウェブ上の広告収入を財源に動かしている 
・ コンテンツの内容はニュースから映画、アニメ、ドキュメンタリーといった様々なも

のがあり、テレビとレンタルビデオが合体したものになっている 
 

ShowTimeについて 
・ 楽天と USEN グループによる運営サイトであり、ここも同じように映画からアダル
トといった多くのサービスを提供している。 

・ コンテンツは 2005年 12月 16日現在約２万数を保有(内映画本編は約 600超) 
・ 入会金は無料で、会員になると月額２９４円を払うだけでサービスを使用できる 
・ 料金はレンタルビデオ店と同じようなシステムで、ネット上で借りて本数あたりの値

段が出る、課金システム 
 

B レンタル業界からの配信サービス 
ゲオグループ 
企業情報 
資本金 ２８億８１００万円 
売上高 １６００億円超 
従業員数 １６５４人  
事業内容 レンタル業 リサイクル業 新品のソフト等の販売 
新事業としてオンラインの配信事業(レンタル方式)を昨年からはじめている。 
 
・ IT 系のインデックス・グループと(株)ゲオが今年の初めに業務提携を交わし、新型

の VOD サービス GEO@チャンネルを設立(２００５年６月１日～) 

・ 料金…会員登録料は基本的に来月まで継続の場合は無料 
・ 会員料金はライフスタイルに合わせ、３つのプランから選択可能 

・ 料金は課金システムが、月額５００円のスタンダードコース(１本１０５円～２１０
円など) 

・ 月額９８０円(おためし)、月額１６００円コースは、月に決まった本数まで借りられ
る 

・ コンテンツ配信は権利を借りて行っている 
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レンタルビデオ店の新しいサービスのまとめ 
・ 他の二つの事例とは違い、かなり特異なジャンルの企業である 
・ 本来の事業は映像ソフトや音楽ＣＤなどのレンタル業なのでオンデマンドサービスと

一番似ている 
・ 技術は配信業者(ＧＥＯの事例はインデックス・グループと契約)から提供してもらう形

を取る 
・ コンテンツはそれぞれライセンサーと契約を結び、配信する 
・ 強みとしては既存の顧客(レンタル方面)が存在するという事であるが、まだ従来のレン

タル方式が主流なので別のルートから顧客の確保が必要である 
 

C コンテンツホルダーの配信サービス 
東映グループ 
企業情報  
資本金 １１７億７０９万２，９２８円 
従業員数 ３１８名(２００５年９月３０日現在) 
事業内容 映画の製作、上映、配給(テレビ映画も含む) 
     アニメーションの製作、上映 
     ＶＯＤ（ビデオ・オン・デマンド）サービス事業 
     音楽制作 
     プロダクション 不動産関係 など 
 
東映グループは映画製作の他にも、アニメの製作、音楽(サウンドトラック等)、オンデマ

ンドサービスなども行っている。詳しくは下記に示す。 
東映チャンネル 
・ 東映の保有コンテンツを配信するサービス 
・ ジャンルに限らず邦画からアニメ、TVシリーズまで対応 
・ コンテンツ数は３００００点以上 
・ 月額１５７５円で見放題 
・ タイトルは番組表方式で見たい番組を選んでいく 
東映アニメーション 
・ 東映のアニメーション製作専門の子会社 
・ 資本金 ２８億６７００万円 従業員数 ２５６人 
・ コンテンツ数は約８６００本(国内では最多数) 
・ 代表的なコンテンツ 

スラムダンク(劇場版)、ワンピース、ドラゴンボール Z(劇場版)など 

東映アニメ BB 
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・ 東映アニメーションサイト内のブロードバンドサービス 
・ 曜日ごとに違うアニメが日替わりで見放題 
・ 料金は月額１０５０円 
・ 配信に関してはプロバイダー(約 9種類)を選択し、それぞれに対応 
・ 無い場合も無料登録を別に行い視聴可能 
 
直接配信するわけではないが、東映の子会社である株式会社シネマプラスがＶＯＤ（ビ

デオ・オン・デマンド）配信サービスの設置を行い、サービスの設置完了後に東映のコ

ンテンツを供給するサービスもある。これは業務施設向けの事業なので個人向けではな

い。現在は病院、ホテル、老人ホームなどにそのシステムを供給している。 
 
C のコンテンツ保有業者（コンテンツホルダー）についてのまとめ 
・ ここに位置付けされる業者はデジタル放送業の中で最も強い権利を持つ 
理由としてはそれぞれが扱うコンテンツの権利を保有しているためである。 

・ さらには著作権を持つクリエーターと一番近い立場に居るという強み 
本来コンテンツの契約をクリエーターと交わす際にはライセンスを企業が持つことが

出来る（契約内容によって効力は様々）。 
・ 業界の中で中心に位置付けられるのがコンテンツ保有業者である 
 
VODの現状 

映画を一般家庭に配信するサービスを取り巻く現状は、かなり複雑化してきている。

変革が早い IT系の企業やレンタル業系の企業、元々の映画配給権を持つ企業などが続々
と参入してきていることにより、それぞれのチャンネルが増加し視聴者側は多くの中か

ら選ぶことが出来るようになった。しかし同じコンテンツの放送権が複数の業者にある

ことやコンテンツの不足などにより実際のサービスは偏っていることが現状である。こ

のまま参入企業が増え続ければ、顧客側はチャンネルを選ぶ際に更に選びにくくなる。

また企業側はただの顧客の奪い合いになることになるだろう。 
また配信にあたり情報漏れを防ぐためのセキュリティー問題、絶対的なコンテンツ不

足、そして視聴者数の不足が何よりの問題点である。VOD市場はこういった多くの問題
がまだまだ山済みの状態であることは確かである。 
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３－２ 利益を生み出す映画というソフト 
 
これまで様々な映画ビジネスを紹介してきた訳だが、ここで少し現在の映画について評

する。まず映画というものは本来劇場で見るものであった。しかしインターネットやデジ

タル放送の急激な普及によりオンデマンド放送に対応せざるをえない状況になってきてい

ることは確かである。事例でも挙げたが、現在アニメーション業界では東映アニメーショ

ンが最もコンテンツを保有している。その数は 8600本を超え、実際にデジタル放送やイン
ターネット配信を除いた地上波のテレビ放送だけでも週に約 70 本ものアニメを配信する、
３大大手の中では最も著作権ビジネスに取り組んできたと言える。元々邦画部門(東映グル
ープ内の他社)とアニメーション部門に分かれて製作、配給、上映していたこともあるが、
現在の東映アニメーションは更に、版権事業部(出版関係)、ネット事業部(ネット上の広告、
VOD、ネット上の販売関係)、イベント事業部(新商品のプロモーション等)、国際部(海外へ
のコンテンツの使用、提供等)といった複数の事業部を設け、映画やアニメを様々な形態へ
と変化させ利益を生み出せる体系を作り出している。またこれは、どんな事態にでも対応

できるようなシステムで、今後コンテンツを扱った事業を展開する際には、これを手本と

していく必要がある。 
コンテンツビジネス自体はそんなに新しいものではないが、昨今の急激な情報インフラ

の普及により映画という存在が複数の場所で使われるようになった。そこで、東映以外の

コンテンツホルダーを少し紹介しようと思う。 
①邦画を中心に原作本を出版、または原作からの映画化を行っている角川書店 
②ガンダム、ドラゴンボール Z等を中心としたコンテンツを保有するバンダイ 
ちなみに動画配信業はバンダイビジュアルが行っている 
③一つのアニメコンテンツを世界に広げ、国内興行収入(７作)のみで 337 億円(米国では
１作で 8500万ドル：日本円で約９７億円)の利益を生み出しているポケモン 

④ジブリアニメで知られるスタジオジブリ 
 スタジオジブリ作品の出版は徳間書店 
日本には世界に対抗出来るコンテンツホルダーが数多く存在する。特にアニメという分

野はジャパニメーションと言われ、世界でも有数のクオリティーとブランド力を持つ。そ

してこれらを支えているのは優秀なクリエーターの存在である。これまでの日本ではコン

テンツを生み出すクリエーターへの対応があまり良くなかった。権利の問題にしても、利

益の還元(印税のようなもの)にしても、国の対応が遅過ぎることや企業の待遇が悪かったた
め国外へ行ってしまう優秀なクリエーターも多く存在していた。ここ数年の映画産業が抱

えて来た一番の問題である。利益還元と映画製作の関係はとても重要なモノである。そこ

を少し説明すると、映画による利益が還元されるまでのシステムは製作者が一番後に金を

受け取る仕組みになっている。しかし実際には製作から上映までは絶対的なタイムラグが

発生する。次回作を作りたくても、クリエーターに利益が配当されるまでは赤字覚悟で望
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むしかないのが現状である。一つ前の作品が成功した場合は問題ないが、そうではない場

合に製作側は金銭面で危機に陥る可能性さえあるのだ。土台と成る人たちを支えるしっか

りとしたシステムを作っていく事こそが今後の最大の課題と言える。これは映画産業全体

に言えることである。 
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第４章 新しい問題への対応策 

 
４－１ デジタル化におけるセキュリティー対策 
  
映像配信サービスが行われると同時に発生してくる問題として、情報流出、違法コピー、

不正使用などが挙げられる。その結果、流出した情報からコピー版(海賊版)等が作られるた
めに、権利者（クリエーターやライセンサー）は本来得ることの出来る利益を得られなく

なり大きな損害を被る事になりかねない。こうした問題を未然に防ぐために、様々な手法

を用いて制約を付けることが必要である。 
①コピーガードについて 
 コピーガードとはインターネット上などのデジタルデータを違法な複製や利用からコン

テンツを守るものである。一般的には二つの手法があり、コンテンツの視聴や利用を妨害・

禁止するアクセスコントロールと、コンテンツの複製を妨害･禁止するコピーコントロール

がそれにあたる。 
 アクセスコントロールはオンライン販売などで対価を支払った利用者だけにその商品の

ライセンスキーを交付し、その利用者以外の不正利用を防止するもの。ＤＶＤのＣＳＳや、

スクランブル放送がそれにあたる。 
 コピーコントロールは音楽データなどによくあるものであるが、孫コピーを防ぐものと

して使用されている。複製禁止のものと複製回数を制限するものがある。例としてはＣＧ

ＭＳなどがそれに当たる。 
 
両者とも著作権保護を目的とするものであるが、似たような手法であるために区別が付

けにくい。しかし権利を守るものとして大変重要な役割を果たしていることは確かである。 
 
②電子透かしと権利管理情報 
 インターネット上にあるデータは①の手法を使用したとしても、流出してしまう可能性

は十分にある。それを更に強い規制を用いて防ぐ手段として、電子透かし(ウォーターマー
クとも呼ばれる)という技術が存在する。これは外部からは見ることも取り外すことも出来
ないもので、流出しているコンテンツが自分のモノかそうでないかを検索し、確認するこ

とが出来る。また、その電子透かしに権利管理情報(著作物の管理と利用に関する情報)を埋
め込み、情報を基に規制(①の二つの手法)することが出来る。情報の通りに処理されていな
いモノは使用停止か使用者の同意を得て、権利者が使用を許可する体制を取っている。 
 
③他の手法(映画会社からの要望を反映した事例) 
 まだ主流ではないが、コンテンツを守る一つの手段として紹介する。賃貸集合住宅事業
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大手のレオパレス 21 が居住者向けに配信する VOD サービス「LEO-NET」で用いられて
いる方法で、原則として 2 時間ごとにインターネット接続を強制的に切断するようにして
いる。これによりある程度は、不正利用からコンテンツを守ることが出来る。 

 
「上記に示す手法や法令を無視して、不正に使用・複製するモノに対しては複製権侵害

や公衆送信権などが認められ著作権者は損害賠償請求(差止、廃棄、不正行為に基づく)を求
める事が可能である。しかし、コンテンツ提供事業者は著作権者ではないため請求権は行

使出来ない。かわりに、サイト内に利用規約を記載(著作権者の協力義務などの項目も必要)
することでこれを補うことが出来る。無論ルールを破ったものに対しては、請求権を行使

できる。 
また、暗号等のコピーガード（ライセンスキー）の解除するプログラムなどの使用に対

しては不正競争防止法を適用し譲渡等の流通行為に対して差止請求、損害賠償請求をする

ことが出来る。その他にも、コピーコントロールを解除するプログラム等に対して著作権

法が適用される。解除に伴い複製をした時点で私的使用目的の範囲外、またその譲渡・譲

渡目的製造・同所持等の差止請求、損害賠償請求、刑事告訴等が認められている。最後に、

権利管理情報等の電子透かしを除去する行為に関しても、著作権等侵害行為とみなす規定

により損害賠償請求、営利目的の場合は刑事告訴も可能。」 
「デジタルコンテンツと知的財産権」４２章～４４章より一部抜粋 
 
このように、セキュリティー対策は様々な方法を用いることによりコンテンツを守る壁

を分厚くしている。さらにその方法も権利によって守られる、言わば二重のセキュリティ

ー対策が現在では主流である。しかしどんな対策を施しても、それを乗り越えて不正利用

する例は後を絶たない。イタチゴッコとも言えるがこれに関しては、その都度、条例の改

正や、より強いプログラムの構築などを行い地道に解決していくしかない。この問題は今

後発展していく映像ビジネス業に対しての一番の課題であり、デジタル化された社会の一

番のネックなのである。 
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最後に 

 
映画を好きな人は居ても、嫌いな人は探しても中々見つけることが出来ない。その位映

画は人の心に生きているものであり、世の中に浸透しているモノである。その映画がデジ

タル化によって大きく揺さ振られている事、またクリエーターが資金不足などから映画を

製作出来ない状況が数多く存在している事が今回の調査を通じて知ることが出来た。正直

この状況を知ったときはとても驚かされた。というのも世の中には映画が溢れ有名な映画

が売上を伸ばし、大記録を打ち立てている事などが報じられていたからである。しかしよ

く考えてみればメジャー作品より、そうでない作品の方が多いのは当たり前で、中級クラ

ス(規模)に位置付けされる映画や映画会社は明確な方向性を見出せておらず、売上を中々伸
ばせないで居るのが現状である。そんな中、単館上映映画（俗に言うインディペンデント

系の作品）が今とても輝いている。単館上映映画の魅力が雑誌やテレビで報じられるよう

になり、更に注目度は上がりつつある。要因としては数年前に大流行したフランス映画「ア

メリ」の存在がとてつもなく大きな影響を与えているといえる。 
映画というものにはある程度流れがある。日本では一つのブームを作る“きっかけ”が

在れば、同じ部類の映画が続々と輩出され、結果それなりの売上を上げる事が出来る。昨

今の“純愛”や“韓流”のブームもその一つの流れと言える。現在は特に目立ったブーム

こそ無いが、デジタル映画が普及し始めている今、ＣＧ作品やアニメーション作品に必然

的に注目が行くだろう。 
現在の映画は日夜変化を続けている。インディペンデント系は国と連動した動きを見せ

始め、大手映画会社は IT系の企業と様々な取り組みを行っている。規模の大小に限らず従
来のやり方から離れてきていることは確かで、変わらなければ生き残っていけない状況ま

で来ているというのが現状なのだ。だが、映画というものは無くならないモノ、残ってい

くべきモノである。今日本の映画界がやるべきことはただ一つである。それはジャンルを

問わず素晴らしい作品をどんどん供給させ、アメリカのハリウッドやフランス映画、イギ

リス映画の様なブランド相手に通用するモノを造っていく事である。そして我々視聴者も造

られた作品をレンタルなどの便利で安いものだけに頼らず、劇場に足を運ぶ事こそが本当

の意味で映画を楽しむという事なのかもしれない。 
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