
近年では、業界を問わず経営戦略を語る上でテクノロジー活

用は切っても切り離せない。国内市場が頭打ちとなりグローバル

化が必須となる状況下において、産業のガラパゴス化を防くべく

世界技術動向を概観・注視し、巧に外部連携を組合わせながら、

自社として戦略的に注力技術分野を見極めオープン・クローズ

戦略を描く、といった基本動作が業界問わず重要となっている。

エンタメ業界も例外ではなく、様々な先端テクノロジーが生まれ

ており、配信プラットフォーマー （OTT）やメディアコングロマリット

等、グローバル大手は戦略的な投資・アライアンスを進め益々競

争力を高めようとしている。本稿では実写作品のコンテンツ制作

を例にとり技術動向・活用可能性を概観した上で、エンタメ業界

以外も含めた技術戦略の要諦を考察してみたい。

コンテンツ制作におけるテクノロジー概観

プリプロダクション（企画・脚本・キャスティング等の準備段階）・

プロダクション（撮影）・ポストプロダクション（編集）の各段階で生ま

れる様々なテクノロジーを俯瞰するには、事業者にとっての提供価

値に着目することが有効だ。コンテンツ・作品の品質向上（Quality）、
制作に係るコストの最適化 （Cost）、制作の納期短縮 （Delivery）と
いった QCDを軸にすると、以下のように整理できる。 A
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navigating complexity

Qualityの観点では、従来の VFXや CG技術等に加え、画像

処理技術や AI等の応用も進んでいる（「1. 映像表現の質向上」

「2. 人間にはできない表現の実現」）。 また、エンタメ業界では中

小制作会社や個人のクリエイターも多数活躍している状況にある

が、米 Wonder Dynamics社のクラウド VFXのように、中小・個

人事業者でも活用しやすい技術も現れ始めている。 加えて、米

Slated社の作品スコアリングや投資家・演者・クリエイターのマッ

チングなど、中小・個人事業者が活躍しやすい / 大手企業にとっ

ても作品品質向上に向けて連携しやすい仕組みづくりも進んで

いる（「3. 中小制作者の才能発掘」）。

Cost ・Deliveryの観点では、作品スコア・ヒット確度予測等に

よりコストを掛けるべきコンテンツを効率的に選別する技術 （「4. 企
画のヒット率向上」）に加え、制作者の作業代替・支援や、撮影・

編集の自由度を高めて効率的な制作を可能とする技術が様々生

まれている（「５. 制作効率化」）。一例を挙げると、現在スマートフォ

ン中心に静止画で実装が進む Semantic Filteringと呼ばれる技

術が動画に適用されれば、編集により昼夜や天候を操作でき、時

間・気候条件に左右されない撮影スケジューリングが可能となる。

海外プレイヤーの動向

このように裾野が広い先端技術動向を海外大手プレイヤーは常

エンタメ業界に学ぶ技術戦略の要諦

大

 シニアプロジェクトマネージャー  　　　　          

　染谷  将人

エンターテインメント・プラクティス  共著

A 映像制作におけるテクノロジー概観 :該当技術例

プリプロダクション提供価値 プロダクション ポストプロダクション

高精度な加工による
リアリティ向上

あらゆるものの捕捉 /
写実性・表現力の向上

発想・クリエイティビティ
を刺激する仕掛け

生身の人間ができない
撮影・編集の実現

作品の信頼性可視化

制作者の作業代替・
支援

地理的・時間的自由度
の向上

複数工程の同時並行
によるリードタイム短縮

高度技術の安価提供

企画のヒット率向上

映像表現の
質向上

人間には
できない
表現の実現

中小制作者
の才能発掘

制作効率化

4K撮影 HDR

過去映像のクラウド管理 /
AIでの編集高度化・肖像権処理

作品スコア・財務予測

Semantic Filteringリモート撮影

VFX

ハイライト自動生成プロジェクト管理支援

XR撮影 5.1ch

ヒット確度予測

顔交換撮影 VFX

字幕・タグ付け自動化インカメラ VFX

AIによる編集・加工自動化

作品スコア・財務予測

画像処理による映像品質向上

字幕・タグ付け自動化スケジュール策定支援 AIカメラ

バーチャルプロダクション CG

CG

AIによる編集・加工自動化

クラウド VFX

ハイライト自動生成

バーチャルプロダクションストーリー生成 AI

オンライン共同編集バーチャルプロダクション

Quality

Cost

Delivery

1

2

3

4

5

XX



Think:Act
エンタメ業界に学ぶ技術戦略の要諦

に注視し、投資・アライアンスを進め更に競争力を高めつつある。

例えば Netflixでは、配信事業の競争力を高めるべく、コンテン

ツ制作・スタジオ分野でも積極投資を進めている（2018年には制

作関連技術だけで約 1,500億円を投じたと言われる）。 数理モ

デルを活用した撮影スケジューリングのシミュレーション、バーチャ

ルプロダクション、インカメラ VFX （VFX ：Visual Effectsをリアル

タイムに実写に組み合わせて撮影する手法）、AIを活用した VFX
編集の効率化や字幕生成・タグ付けの自動化など、その対象は

多岐に渡る。視聴者への直接的な訴求に繋がるコンテンツ品質

向上だけでなく、現場の効率化にも力を入れている点も特徴的

だ。実際、「キャスト・スタッフが働きやすい環境を作ることによって、

いい作品が生まれるため、現場の効率化は非常に重要なテーマ」

と表明している。日本でもクリエイターや演者の方々の負荷は決し

て低くないため、業界に人材を定着させ、作品の質を向上するた

めにも、テクノロジーも活用しつつ効率化を進める必要がある。

また、Walt Disneyでは、実用化に時間がかかるテクノロジーも

含めて注視し、イリノイ州立大学やチューリッヒ工科大学等のアカ

デミアとの連携を通じて効率的に知見を蓄える工夫を行っている。

短期的に実用化が見込める分野は社内研究を中心としつつ、時

間軸が長い分野（例：ニューラルネットワークを活用した顔交換の

完全自動化技術）は外部との共同研究を進めており、オープン・

クローズを戦略的に使い分けている。

テクノロジー活用に向けた検討ステップ

海外大手プレイヤーが虎視眈々とテクノロジー取り込みを進め

る中、日系企業にとっても技術動向を注視し、戦略的に取り入れる

ことが競争力の維持・向上に向けて必須となりつつある。具体的

な検討の進め方を簡略化すると、以下の 4 ステップで整理できる。
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①先端技術動向の全体像把握

本稿冒頭で触れたように、いきなり個別のテクノロジーに着目す

るのではなくその全体像を概観する。その際、例えば OTTがコン

テンツプロバイダーに求める技術要件のみに受け身的に対応す

るのではなく、提供価値ベースで全体俯瞰することが重要である。

②保有すべき技術領域の選定

その上で、全体像の中から、自社として保有すべき技術領域を

差別化要素含めて選別していく。

③ケイパビリティ充足方法の検討

Walt Disneyの例でも触れたように、その保有方法をどこまで自

前で、どこは外部活用するのかといったオープン・クローズの見

極めを行う。 外部活用が必要な領域については提携・買収先

の要件を明確化する。

④提携・買収先リストアップ

上記を踏まえ、最終的に提携・買収が必要な分野は要件を満

たす候補先を検討していく。この順序を間違わず先んじてあるべ

き候補先の検討を行っていくことで、所謂 「出玉に飛びついてしま

う」ような行き当たりばったりの提携・買収は避けることが必要である。

終わりに

日本のコンテンツが持つ潜在力は高い。テクノロジーも活用し

ながらその潜在力を発揮し、日本ひいては世界に魅力的なコン

テンツを届け、また現場で日々奮闘するクリエイターの皆様が一

層働きやすい環境となることを、一視聴者としても期待している。

また、本稿で論じてきた技術戦略の要諦はエンタメ業界に限った

話ではない。世界の技術動向に常にアンテナを張り、オープン・

クローズ戦略を巧に描きながら、日本として産業の潜在力を発揮

していきたい。
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