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米米国国アアニニメメ市市場場のの実実態態とと展展望望  

(概 説) 

 

１．米国                                                         

日本製アニメの米国市場には２種類のお客さんがいます。６歳から１１歳の男の子を中心とす

るこどもたち（こども市場）と１８歳から３４歳の男性を中心とするアニメファンのひとたち(アニメファ

ン市場)です。この二つの市場には異なるビジネス展開が必要です。さまざまなビジネスの仕組み

がありますが、下記に典型的な例を記載してみました。 

こども市場への仕掛けは、マスター・トーイ・ライセンシー（Master Toy Licensee）となってくれる

米国の玩具製造メーカーをさがすことから始まります。マスター・トーイ・ライセンシーを決めること

で、そのメーカーの玩具を売るための宣伝広告費を使ってネットワークテレビや大きなベーシック・

ケーブルテレビの土曜午前中とか平日夕方の放送時間枠を買いアニメを放送することができます。

このテレビ放送を通じて子供への認知度を高め、はばひろく商品化権を売り、ライセンシング収入

の 大化を図っていくことになります。「ポケモン」のようなアニメの展開です。 

アニメファン市場への仕掛けは、ケーブルテレビ深夜放送枠や小規模劇場公開、アニメ専門雑

誌への出稿や記事掲載、インターネットなどで話題を広げて、ホームビデオ、とくにＤＶＤを売るビ

ジネスになります。玩具もライセンスされますが、精密で高単価・高付加価値なフィギュアのような

商品です。「アキラ」や「攻殻機動隊」「新世紀エヴァンゲリオン」のようなアニメの展開です。 

このようにして展開されてきた日本製アニメの米国市場規模を見てみます。２０００年の映画／

ＴＶ／ホームビデオ収入は、小売合計で日本国内１５９３億円、米国５３０億４０００万円、比率は１

００：３３。キャラクター商品は小売で日本国内２兆円、米国４９２０億円、比率はほぼ１００：２５。 

これが現在の市場規模ですが、人口、ＧＮＩ（国民総所得）ともに日本の２倍強という米国ですか

ら、作品力と仕掛け、ビジネスの仕組み次第でさらに開拓できる余地がありと考えます。 

 

 

２．テレビジョン                                                     

日本のＴＶアニメは、「鉄腕アトム」がＮＢＣネットワークからはじめて全米放映された１９６０年代

に８作品、７０年代には４作品が米国でテレビ放送されました。８０年代になるとケーブルテレビの

登場などメディアの多様化が始まり、２３作品、さらに新興ネットワークが加わって９０年代は４２作

品と増加、しかもこのうち２９作品は９６年以降に初放送されています。（「ポケモン」米国初放送は

１９９８年） 

２０００年代になると急激に増え、２００３年３月時点ですでに４０作品がテレビ初放送されました。

一方でテレビ放送にともなう放送権利料は下がりつつあります。背景は日本のアニメ・ビジネスモ

デルが、米国でのテレビ放送を、番組販売による放送権料収入を得るという従来のモデルから、

テレビ放送はキャラクタービジネス収入を 大化するためのプロモーションというモデルに変化し
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たということだと考えられます。英語版を制作し、放送枠確保のために広告費を投下し、放送権料

収入を得ることよりも放送枠確保を優先することで、キャラクター認知度を高め商品化収入でコス

トを回収しさらに利益をあげるわけですが、このモデルの先駆者であり成功者が「ポケモン」という

ことになります。 

このモデルは米国メディア側から見ても、「安く良いコンテンツが入手でき、広告収入が得られ

る」ため定着しつつある感があります。「ポケモン」「遊戯王」などを扱う大手ライセンシング会社 

４ Ｋｉｄｓ Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔは年間２３５０万ドル（２８億２０００万円）でＦＯＸネットワークの土曜朝

の４時間枠をおさえ「星のカービィー」や「キン肉マン」「ウルトラマンティガ」などの放送を通じて、

ポスト「ポケモン」キャラクターを生み出そうとしています。 

米国における日本製アニメの視聴率は６歳から１１歳の男の子で も高くなり「遊戯王」「ポケモ

ン」「星のカービー」が上位にきますが、女の子では「パワレンジャー」が人気です。ライブアクショ

ンでカッコいいお兄さんやお姉さんが出演しているからでしょう。一方ケーブル・テレビネットワーク

では１８歳から３４歳で「犬夜叉」や「ルパン３世」が上位に登場します。 

 

 

３．劇場映画                                                      

米国で も高い興行収入を獲得した日本のアニメ映画は、１９９９年に公開された「ポケットモン

スター ミュウツーの逆襲」です。グロスで８５７４万ドル（１０２億８８８０万円）、公開劇場数３０４３

館でした。これは「スターウォーズ」や「スパイダーマン」に匹敵する堂々の全米公開です。しかし、

これは例外。「千と千尋の神隠し」がアカデミー賞受賞にともなって７１４館まで公開館数を増やし

ましたが、これも例外。数館から十数館での公開が多く、拡大して１００館から２００館という規模が

一般的です。劇場公開は話題をつくって興行収入を得るために行うものですが、同時にホームビ

デオを売るためのプロモーションとしての役割も担っており、日本のアニメの場合むしろその意味

合いが強いと考えられます。 

 

 

４．ホームビデオ                                                   

米国における日本製アニメのホームビデオ売上げは、２００２年の小売ベースで４億１５００万ド

ル（４９８億円）です。このほぼ１００％がセルスルー(注：販売用ビデオのこと。販売用ビデオとレン

タル用ビデオとは販売方法が異なる)。２０００年はＶＨＳ ２０００万本、ＤＶＤ ２００万枚の割合で

売られましたが、２００２年にはＶＨＳ ７００万本、ＤＶＤ ９００万本と逆転しています。ＶＨＳのヒッ

トは「ポケモン」や「ドラゴンボールＺ」、ＤＶＤのヒットは「もののけ姫」や「バンパイアハンターＤ」「ア

キラ」です。傾向としてＶＨＳで売れているのは子供向けアニメ、ＤＶＤで売れているのは年齢層の

高いファン向けアニメと言えます。 

２０００年頃から米国におけるＤＶＤの売上げ総数はもの凄い勢いで増えていますし、日本のア

ニメＤＶＤの売り上げ枚数も増えています。しかしアメリカのＤＶＤセルスルー全体に占める日本の



 3

アニメＤＶＤのシェア自体は増えていません。 

「発売されるタイトル数（作品数）は増えているが、タイトルごとの売上げはむしろ減少傾向にあ

る」と米国のビデオ配給会社幹部は語ります。見る人の数は増えていないが、発売タイトルが増え

たので一人が年間に購入する量が増えたと考えられています。「アニメホームビデオ市場は１８歳

から３４歳のお客さんがメイン・ターゲットですが、すでに天井が見えてきた。今こそそれを突き破

る市場拡大戦略が必要」(ＡＤ-Vision 社関係者の話）なのです。 

 

 

５．ライセンシング                                                   

ＬＩＭＡ（国際ライセンシング業界連盟）がハーバード大学ビジネス・スクールおよびイェール大学

スクール・オブ・マネージメントと共同で行った調査によれば、２００１年の米国のライセンシング業

界総収入は５６億６００万ドル（６７２７億２０００万円）で、そのうち２４億８４００万ドル（２９８０億８０

００万円）がエンタテインメント・キャラクター・ライセンシングからの収入となっています。ライセンシ

ング収入は卸価格の５％程度とされており、卸価格は、小売価格の６０％程度とされているため、

逆算すると、小売は推定８２８億ドル（９兆９３６０億円）の売上げ規模といえるでしょう。 

このうち日本製アニメ、マンガ、ゲームの関連商品は小売で推定４１億ドル（４９２０億円）、つま

り、米国市場に占める割合は４．９５％程度と考えられます。日本のキャラクタービジネスの日本

における国内小売市場は２兆円程度とされていますので、比較すれば米国市場は国内市場の２

４．６％の売上げとなります。 

２０００年から２００２年にかけて日本のキャラクターをベースにした米国における商品小売総額

は約２５％減じていますが、これは「ポケモン」の収入がピークを過ぎて下降しはじめている一方で、

「ドラゴンボールＺ」や「遊戯王」などのヒット作もまだ「ポケモン」のボリュームには達しきれていな

いためと考えられます。 

 

 

6．放送倫理と基準                                                  

米国のテレビ放送では、原則として、子供向け番組の広告規制により、アニメ番組の放送枠内

では、そのキャラクターを使用した商品のＣＭは放送できません。また、番組内でキャラクターを使

用した商品の映像は使えません。これは子供たちが番組の本編とＣＭの区別をはっきりつけられ

るようにするための制度です。 

また各テレビ局は、スタンダード＆プラクティス部局(放送倫理基準部局)を持っていますが、子

供番組については、この部局が、「暴力」「セックス」「言葉」「血」などさまざまな視点で審査し、修

正を行います。局ごとに独自の基準をもっていますが、総じて米国の社会規範や価値観、あるい

は広告、教育など各種の規則、ポリシーに準拠し、個別の判断はケース・バイ・ケースで行われま

す。この審査および必要な修正の結果、レイティング（格付け）がなされ、放送あるいは劇場公開

されることになります。 
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参考 インタビュー                                                    

２００３年３月現在、日本のアニメを放送している米国テレビ局の中から、地上波ネットワーク 

WB Television Network、ベーシックケーブルテレビ Cartoon Network と techtv、ビデオ・オン・デマ

ンド The Anime Network の運営会社 AD-Vision とのインタビューを実施しました。 

 

The WB Television Network (Kids WB !)・・・全米テレビ視聴世帯の９２％をカバーし、「ポケモン」

「遊戯王」などを放送している。 

Ｃａｒｔｏｏｎ Network・・・全米８２５０万世帯をカバーする２４時間のカトゥーンやアニメの専門ケーブ

ルＴＶ。「ドラゴンボールＺ」などを放送中。深夜に「アダルト・スイム」という大人向けアニメ専門の

編成ゾーンを作り、日本の「犬夜叉」や「ルパン３世」「カウボーイビバップ」などを放送している。 

Techtv・・・全米４０００万世帯をカバーするベーシック・デジタルケーブル。先端テクノロジーのドキ

ュメンタリーなどを専門に放送するチャンネル。本年１月から深夜に「アニメ解放区」という日本製

アニメの編成ゾーンをつくり「ベターマン」「星界の紋章」「デュアル－ぱられるんるん物語」などマ

ニア向けアニメを放送している。 

The Anime Network・・・ケーブルシステム会社ＣＯＭＣＡＳＴのビデオ・オン・デマンド（ＶＯＤ）チャン

ンルを使用して日本製アニメを映像配信するサービス。フィラデルフィアとニュージャージーで実験

的なサービスを開始している。配給会社ＡＤ－Ｖｉｓｉｏｎが運営する。  

 

                                                     （了） 
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はじめに                           

 

本調査の実施中に宮崎駿監督作品「千と千尋の神隠し」（英題：Miyazaki’s Spirited 

Away）がアカデミー賞を受賞！また惜しくも受賞は逃がしましたが山村浩二監督作品

「頭山」も短編アニメ部門にノミネートされ、日本で製作されたアニメーション（以下アニ

メ）のクオリティが米国映画業界のプロフェッショナルに高く評価されていることをあら

ためて印象づけました。 

アニメの米国進出は１９６１年に公開された映画「孫悟空（Alakazam The Great）」と１９

６３年にテレビ放送された「鉄腕アトム（Astro Boy）」からはじまりました。 

以来、４２年間の歴史を踏まえて今日があります。多くのご努力にまず心からの敬意

を表したいと思います。 

 

この報告書はＪＥＴＲＯ（日本貿易振興会）が映像輸出産業支援策として実施した、米

国におけるアニメ市場調査に基づき作成したものです。 

調査と本文作成にあたっては海外、とくに米国でのビジネス展開を意図するアニメ関

連事業者に有益な情報提供を目指しました。 

統計データに関し、出典により同じ内容（例：２００２年のＤＶＤ出荷本数）でも数字の

ばらつきがありますが、情報ソースの提示もこの報告書が持つ目的の一部と考え、

複数のソースを利用している場合もあります。 

 

この調査が、米国におけるアニメ・ビジネスの機会創造に僅かでも寄与できることが

できるのならば喜びであります。 

なお、本文および各図表で使用するドル＝円換算は１ドル＝１２０円といたしました。 

 

海部正樹（調査・本文） 
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１．米国                            

１－１ 米国のマクロ統計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8

１－２ 米国のアニメ市場構造 
米国におけるアニメビジネス市場は小売ベースで推定５２３１億円（２００２年） 

米国における日本製アニメのトータル市場規模は、推定で年間４３億５９１１万ドル（５

２３１億円）である。内訳はキャラクターライセンス収入が３９億３７００万ドル、ホーム

ビデオ収入が４億１４００万ドル、映画興行収入が８１１万ドルである。 

テレビ放送にともなう放送権利料収入はライセンス収入に組み込まれる。 

 

表 1-A： 米国のアニメ市場構造（２００２年・小売ベースでの推定） 

 

表 1-B： 米国のアニメ市場構造（２０００年－２００２年・小売ベース） 

    

資料：Nielsen Video Scan, MPA, LIMA, Alexander Associate, BOXOFFICEMOJO 



 9

１－３ 関連産業の市場 
アニメ・イベントは１５億円市場 

全米で毎年多くの「日本のアニメやコミック」にこだわったイベントが開催されている。 

多くはファンが独自に組織化して開催するもので、日本からパネラーや講師としてプ 

ロデューサー、監督、キャラクーターデザイナーなどクリエイターが招待されることもよ 

くある。２００２年に開催されたイベント数は１８、そのうち参加者数を公表しているも

のが１２、そのトータルが１０万１４００人。参加費用はイベントごとに異なるし、例えば 

「６ヶ月前に申し込めば２０％ディスカウント」など申し込みのタイミングによりさまざま 

であるが、概ね開催期間通しで２５ドルから３５ドル。１０万１４００人の参加費用だけ 

で３５４万９０００ドル（４億２５８８万円）の市場となる。 

会場に入ればキャラクターグッズやＤＶＤ、日本語のコミックや英訳されたコミックを売

る出店ブースがファンで賑わっている。大手ディストリビューターＡＤビジョンによれば

アニメファンは毎月ＤＶＤを３枚から５枚購入するという。日本製のアニメＤＶＤは１本２

９ドル前後が希望小売価格。仮に参加者（＝ファン）１人あたりのグッズ類購入額をＤ

ＶＤの３枚分８７ドル（１０４４０円）とすれば８８２万１８００ドル（１０億５８６２万円）とい

う市場規模である。イベント参加者はここ数年増加傾向にある。 

表 1-C： ファン主催のアニメ・イベント（２００２） 資料：usagichan.com, 各公式サイト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10

英訳コミック雑誌やアニメ専門雑誌が米国で続々創刊 

２００２年は英訳コミック雑誌やアニメ専門誌の創刊が続いた。 

角川書店発行のアニメ専門雑誌「ニュータイプ 米国版」が７月にテストマーケティン

グ版を無料配布し、１０月に創刊第１号を発行。発行部数は３０,０００部。その後順調

に推移をし、米国側ライセンサーのＡＤビジョンによれは３月号で１００,０００部である。 

コミック雑誌では集英社発行のマンガ雑誌「週刊少年ジャンプ」の米国版「Ｓｈｏｎｅｎ 

Ｊａｍｐ ＵＳＡ」が１１月に創刊された。初号は３００,０００部という驚異的な数字である。

出版元のＶＩＺコミュニケーションズによれば現在１５０,０００部の発行で推移している。 

日本のコミックスに近い形態のグラフィック・ノベルは「アキラ」や「攻殻機動隊」が累積

各巻３５,０００部。米国のファンはポピュラーな「子連れ狼（Lone Wolf & Cub）」や「美少

女戦士セーラームーン（Sailor Moon）」が累積で各巻２５,０００部から３０,０００部とされ

ている。（注）Online Athens 2002/11/7 

 

表 1-D： 英訳コミックの売上規模 

 
 

 

 

 

 

表 1-D は Diamond Comics Distributors の

北米地区受注単月トップ３００を資料に作

成。 

Marvel 、DC 、Dark Horse、 Cross Gen 

Image は 100%同社経由の受注販売となっ

ており、その中から日本製漫画の英訳コミ

ックとグラフィック・ノベルを抜き出した。

指数は同期間内でもっとも販売部数の多

かった「ＢＡＴＭＡＮ」を１００とした比率であ

る。 

 

表 1-E は Diamond Comics Distributors の

北米地区２００２年受注総計から日本製漫

画の英訳コミックとグラフィック・ノベルを抜
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表 1-E：  日本製英訳コミック上位販売作品（２００２年１月―１２月累計）＊ＤＣ受注数 

 

表 1-F： コミック出版社の市場占有率（２００２年１月―１２月累計） 

   
 

１－４ ビジネスフロー 
 

米国におけるアニメ展開は①エージェントあるいはマスター・ライセンサーと呼ばれる

会社が、日本国内にあるアニメ製作委員会の海外窓口よりサブ・ライセンスされ、英

語版製作をしてテレビや劇場へ営業する。②テレビ放送、劇場公開などの露出確保

と並行してホームビデオ、玩具、ゲーム、日用品など各種ライセンシーへの営業を行

い商品展開で収益の 大化をはかる、という流れになる。 

あるアニメ映画の製作委員会をモデルにフローチャートを作成した。 

ただし、ご承知の通り事業ごとに役割分担やフローの仕組みは異なっており、これは

あくまでも一般的な例としてご参考にしていただきたい。 
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表 1-G： ビジネスフロー 

 

 

 

資料：各社取材結果をもとに作成 
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２．テレビジョン                        

２－１ 概況 
９０年代後半以降に日本製アニメのテレビ放送は急増している。 

１９６４年、連続テレビアニメ「鉄腕アトム」が「Astro Boy」として NBC で放送されてから

３４年目の１９９８年９月、「ポケモン」が全米１１１局のシンジケーションでスタートし、

順調な滑り出しとなった。この好成績を受けて翌１９９９年２月より全米ネットワークの

Kids WB!に移行し、その後の米国におけるキャラクター市場を大きく変化させることと

なる（注１）。「ポケモンはシンジケーションからスタートした 後のヒット作になるだろう」

と語るのはシンジケーション向け番組販売会社セールス担当者。同タイトルの商業的

な成功と、Cable Network や新ネットワークテレビの誕生が要因となり、それ以降米国

で放送される日本製アニメのタイトル数が飛躍的に増加した。 

 

表２-A：米国で放送された日本製テレビアニメ 

注）該当する年代に英語吹替えで初放送された番組のタイトル数。再放送、日本人コミュニティ向け放送は含まず。 

 
 資料：animeontv.com および Animation in Asia and the Pacific (Indiana University Press)より作成 

放送タイトル増に反比例してテレビ放送権利料収入は減少している。 

手元に入手した資料では１９９８年から２０００年にかけて米国製も含めたトータル・テ

レビアニメーションシリーズの平均放送権利料（License Fee）はネットワークテレビで１

話２５０,０００ドル(３０００万円)から５０,０００ドル（６００万円）へ、ケーブルテレビは１話

４８０００ドル（５７６万円）から１００００ドル（１２０万円）以下へ減少している。（注２） 

各社への取材の結果からも、テレビ放送はキャラクターを認知させるためのプロモー

ションであり、放送すること自体からの収益を得られるモデルは少なかった。 

近年、大手ディストリビューターＡＤビジョンによるケーブルテレビ経由ビデオ・オン・デ

マンド（VOD）の試みも開始されてはいるが、今のところ DVD を売るための宣伝という

位置づけであり、ノン・パッケージの映像配信から収益を得るビジネスモデルは確立

されていない。 

（注１）資料：「ポケモンストーリー」畠山けんじ・久保雅一（日経 BP）、（注２）Houlihan Lokey Howard & Zukin 



 14

日本製アニメのテレビ放送は２２タイトル（２００３年２月現在） 

２００３年３月現在、全米規模のテレビ放送はネットワーク４系列、ベーシックケーブル

テレビ４局、有料映画専門チャンネル２局および外国語放送１局で行われている。 

ローカル局の放送（含日本語放送）は除外した。（注）ＡＢＣで放送の「パワレンジャー」を含む 

 

表２-B：米国における日本製アニメのテレビ編成状況（２００３年３月） 

 

資料：Neilsen Media Research、NCTA、animeontv.com より作成 
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２－２ ネットワークテレビ 
日本製アニメは新興ネットワークからアメリカ市場へ 

米国の地上波テレビには、ネットワークに加盟する局（Affiliates）とシンジケーションと

呼ばれる独立局（Independents）がある。近年の傾向として独立局が、いずれかのネ

ットワークに加盟するケースが増えてきている。そのネットワークも、３大ネットワーク

（ＡＢＣ、ＣＢＳ、ＮＢＣ）にＦＯＸを加えた４大ネットワーク、あるいはＷＢとＵＰＮを加えた

６大ネットワークと呼ばれる時代になってきた。現在のところ日本製アニメの地上波に

おける全米テレビ放送はこの新興ネットワークのＦＯＸ、ＷＢ、ＵＰＮに限られている。 

 

表 2-C：米国商業放送局数の推移（ネットワーク加盟局・独立局別カウント） 

 
 

表 2-D：米国商業放送局数の推移（ネットワーク別カウント） 
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全米ネットワーク土曜朝４時間枠のお値段は年間２８億２０００万円！ 

ニューヨーク本社のライセンシング・エージェント ４Ｋｉｄｓ Ｅｎｔｅａｔａｉｎｍｅｎｔは地上波

のＦＯＸネットワークより土曜朝放送枠・４時間を４年契約で買い切り、ＦＯＸＢＯＸとし

て日本のアニメを全米向けに放送、キャラクタービジネスの展開を図る戦略をとって

いる。同社の年次報告書(2002 Annual Report)記載の関連データを紹介する。 

 

表 2-E：FOXBOX の編成（２００２年１２月７日） 

 

 
Ｓｔａｒｇａｔｅ Ｉｎｆｉｎｉｔｙは MGM と DIC Entertainment の製作アニメーション。 

ネットワーク加盟局に対して週３時間の教育・情報番組放送を義務付けたＦＣＣ（連邦通信委員会）の命令に準拠する目的でＦＯ

ＸとＤＩＣは２時間３０分相当のアニメーション・子供番組の契約を結んだと報じられている。（注）記事によればＤＩＣは４ＫｉｄｓにＦＣＣ

の命令に適合した３０分番組を複数年供給する契約を結んだとされている。（注）Hollywood Reporter (May/2002) 
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年次報告書によると、ＦＯＸと新たに締結した土曜朝４時間の放送契約による放送料

金（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ ｆｅｅ）は年額２５３１万２０００ドルである。 

放送番組のプロダクションコストも対２００１年で２４０．９％増となったが、ＦＯＸＢＯＸ

枠確保により、新しいスポンサーが増えたことで広告収入は増えている。 

近年、ライセンシング収入が落ち込んでいる。新しい収入源となる新コンテンツを全米

に向けて売り出すためのＦＯＸＢＯＸだが、確保と維持にコストがかかることもまた事実

のようだ。 

 

表 2-F：４Ｋｉｄｓ Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ 損益計算書（２００２年次報告書より作成） 

 

資料：SEC File 
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２－３ ケーブルテレビ・ネットワーク 

国土の広い米国で、難視聴対策からスタートしたケーブルテレビは、現在全米テレビ

視聴世帯の６７．６％をカバーする基幹メディアとなった。チャンネル数もデジタルケー

ブルのスタートなどで急速に増え、ケーブルと衛星だけで現在２６７チャンネルとなっ

ている。このなかで、日本のアニメを放送している局は２００３年３月現在でベーシック

ケーブル５局、デジタルケーブル１局、プレミアム映画チャンネル２局となっている。 

 

表 2-G：米国のテレビ視聴構成（１９９８－２００２） 

 

 

表 2-H：米国の衛星・ケーブルテレビチャンネル数 

 

デジタル衛星放送開始

デジタルケーブル開始 

資料：Nielsen Media Research 

資料：Nielsen Media Research 
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ケーブルネットワーク３０分枠のお値段は年間６億円？ 

ケーブルネットワークでの枠確保にかかるコストは千差万別のようだ。 

各社取材の中で３０分シリーズの枠確保に際して「年間５,０００,０００ドル（６億円）」の

広告出稿を求められたというケースがあったが、他社で聞くとそれ以下の料金である

場合もあるとのことであるから、まさしく「力関係と交渉、相手次第」といった世界なの

だ。 

 

 

２－４ 視聴者 
ネットワークテレビで日本製アニメを見ているのは６歳～１１歳の男の子 

ネットワークテレビで放送中の子ども番組視聴率順位を６歳から１１歳の男子と女子

で比較したところ以下のようなファインディングがあった。 

―「遊戯王」と「ポケモン」は男子により多く支持されている。 

―「パワレンジャー」（実写）は女子に支持されている。 

―女子は学校のある平日夕方にネットワークでアニメを見ない。 

 

表 2-I：視聴率順位・上位３０番組（全米・男子６歳～１１歳および女子６歳～１１歳） 

 

資料：Nielsen Media Research(2/1/03-2/28/03) 
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ケーブルネットワークの日本製アニメを見ているのは１８歳－３４歳 

 

 

 

表 2-J ：視聴率順位・上位３０番組 

資料：Nielsen Media Research(2/1/03-2/28/03) 

 

ケーブルネットワークで放送中のアニメーショ

ン視聴率順位の上位番組を年代別で比較した

ところ、日本のアニメは１８歳以上の年齢層で

「犬夜叉」「ルパン３世」が登場する。 

他の年代の日本製アニメーション 高順位は

以下の通りであった。 

 

 

６歳―１１歳 

第１０２位 ポケモン 

１２歳―１７歳 

第６１位  ドラゴンボールＺ 
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３．劇場映画                          

３－１ 概況 
２００３年３月２１日、宮崎駿監督の映画「千と千尋の神隠し（Miyazaki’s Spirited 

Away）」がアカデミー賞長編アニメーション部門に輝いた。日本のアニメが米国に初上

陸したのは１９６１年（注１）。以来４２年目にして到達した金字塔である。 

確かに全米メディアの９９％が絶賛する記事を掲載（注２）するなど作品に対する評価は

高く、期待感はあった。しかし、一方で劇場公開規模は上映館数１５１、興行収入５６

１万６０００ドル(６億７３９２万円)と、ノミネートされた他の４作品と比較しても決して大

きなものではない。筆者が承知する範囲だが、下馬評では他の作品が有力といわれ

ていた。授賞式に出席したある関係者も「その瞬間、スピリットと聞こえたので、ドリー

ムワークスの‘スピリット’が受賞したのかと思った」と語る。 

下図は第７５回アカデミー賞長編アニメーション映画部門にノミネートされた５作品の

公開規模、興行成績を纏めたものである。 

 

表 3-A：第７５回アカデミー賞長編アニメーション映画部門ノミネート作品 

 

資料：Boxofficemojo.com より作成。データは２００３年３月２２日現在 

「千と千尋」は英語に吹きかえる以外のローカライズを一切行っていない。例として、

上映時間をご覧頂きたい。「千と千尋」以外の映画はすべて１時間３０分前後である。 

上映時間が長くなれば、１日の上映回数が減り、回数が減った分だけ収入も減る。 

しかしディズニーの米国では不利と考えられたジャパニーズテイストを逆手にとった積

極的なプロモーション展開で、少ない上映館数ながら作品認知度は高くなった。 

アカデミー賞受賞以後の推移は表３-B を参照いただきたい。 

注１）１９６１年に公開された東映動画製作の長編劇場映画「孫悟空」が米国公開第一号 

注２）www.rottentomatoes.com 
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表 3-B：「千と千尋の神隠し」公開第３０週までの週末興行収入と劇場数の推移 

アカデミー賞の受賞式は３月２３日・第２７週 

 

資料：Ｂｏｘｏｆｆｉｃｅｍｏｊｏ 

 

３－２ 米国映画興行の動向 
 

２００２年の米国映画興行収入は前年比１３％増の９５億ドル（１兆１４００億円）となっ

た。シリーズものの健闘とマーベルコミックのキャラクターが、この記録的な数字を生

み出している。 

「スパイダーマン」の劇場第１作目は４億ドル（４８０億円）の興行成績を記録し、また

「スターウォーズ クローンの攻撃」「ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔」「ハリーポッタ

ーと秘密の小部屋」などが大きなヒットとなった。デジタルケーブルによるビデオ・オ

ン・デマンドやインターネット或いはＤＶＤなど新しいエンターテイメントが登場している

が、それにもかかわらず劇場観客動員数も増えている。前年比で１０％増の１６億３０

００万人という数字は、入場料金が２．７％値上がりしたことを考えれば驚くべきことで

ある。が、一方で値上がりしたといっても２００２年の平均入場料金は５．８１ドルであ

り、日本に比較して安価な娯楽であることに変わりはない。 

興味深いのは２００２年の興行収入上位２０作品のうち１３作品（６５％）がＰＧ－１３の

指定を受けているということである。２００２年はＰＧ－１３が成功した年であった。 
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 表 3-C：米国映画産業の基礎データ 

 

資料：Mpaa.org、Natoonline.org、Boxofficemojo.com 

 

表 3-D：２００２年全米興行収入上位２０のレイティング 

資料： MPA 

 

表 3-E：全米興行収入上位２０位のレイティング 

資料： MPA 
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３－３ アニメ映画興行の動向 

表 3-F：アニメ映画の米国興行成績（２０００－２００３） 

 
資料：Ｂｏｘｏｆｆｉｃｅｍｏｊｏ 

表 3-Ｇ：米国で公開された日本のアニメ映画興行ランキング（１９９１－２００３／４／２８） 

 

資料：Ｂｏｘｏｆｆｉｃｅｍｏｊｏ 

データは２００３年４月２８日現在。公開中作品は同日時点での公表興行収入 

 

 

公開中 

公開中 
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４．ホームビデオ                        

４－１ 概況 

ハード市場 

ＤＶＤプレイヤーの普及が進み、ＶＣＲ（ＶＨＳ）プレイヤーの普及が天井になっている。 

米国テレビ世帯に占めるＶＣＲプレイヤーの普及率９１％（２００２）に対してＤＶＤプレ

イヤーは３６．４％（２００２）まで伸びてきている。 

 

表 4-A：米国におけるＶＣＲプレイヤーとＤＶＤプレイヤーの普及世帯数 
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資料：Nielsen Media Research, Adams Media Research(MPA Worldwide Market Research) 

 

ソフト市場 

ソフト流通においてもＤＶＤへの移行が急速に進んでいる。２００２年のトータルパッケ

ージソフトの流通量で見るとＶＣＲカセットが４億８３４０万本に対してＤＶＤが７億２４０

万本と逆転になった。 

 

表 4-B 
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表 4-C：米国におけるＤＶＤ基礎データ 

 

 

 

４－２ 米国における日本製アニメのホームビデオ市場 

日本製アニメのホームビデオは４億１５００万ドル（４９８億円）市場（２００２年） 

日本製のアニメにおいてもパッケージソフトの主流はＤＶＤへと確実に移行している。 

売上本／枚数で見ると２０００年から２００２年にかけてＤＶＤアニメソフトは４０４％の

伸びとなる一方で、ＶＨＳソフトは６４．６％のマイナスとなっている。 

しかしながら、マーケットシェアを見ると拡大しているとは言えない。日本製アニメはほ

ぼすべてがセルスルーだが、ＤＶＤの普及にともなうセルスルー市場の拡大にアニメ

が追いつけていない状況が見えてくる。アニメ・ホームビデオ配給大手ＡＤビジョンの

ジョン・レッドフォード氏は「アニメ・ホームビデオ市場は１８－３４歳がターゲットだが、

すでに天井が見えている。いまこそ、それを突き破る戦略が必要だ」と語った。 

 

表 4-D: 米国ホームビデオ市場における日本製アニメのマーケット（売上本数） 
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日本製アニメのＤＶＤの小売価格は高め 

DVD Entertainment Group の調べによれば米国で売られているＤＶＤソフトの平均小

売価格は２０．７８ドル（２００２）である。 

一方、日本製アニメのＤＶＤは平均２６．７３ドル（２００２）。多くの日本のアニメＤＶＤは

英語吹替と字幕制作など製造コストがかかるため高いのだ。しかし、取材した各社の

見解として日本製アニメＤＶＤはおおむねマニア市場向けとなっている。 

ＡＤビジョンの調べによれば「平均的なマニアはＤＶＤを毎月３枚から５枚購入する」と

いう。「マニアは英語吹替と英語字幕の双方で楽しむためにＤＶＤを購入する」（ジョ

ン・レッドフォード氏）のだ。 

 

表 4-F：米国のＤＶＤ平均小売価格 

 

資料：アニメＤＶＤ小売単価は 1997-2002 の各社発表資料より作成。 

    全米ＤＶＤ平均小売単価は DVD Entertainment(MPA Worldwide Market Research)より作成 
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アニメＤＶＤの累積売上本数トップは「もののけ姫」 

米国におけるアニメＤＶＤの累積売上本数でトップは宮崎駿監督作品「もののけ姫」で

ある。１９８６年にビルボード誌のビデオセールスで全米１位を記録した「攻殻機動隊」

も顕著にＤＶＤを売り続けている。 

 

表 4-Ｇ：米国におけるアニメ DVD の累積出荷本数ベスト１０（２００２年１２月現在） 

 

 

表 4-H： 米国におけるアニメホームビデオ・ディストリビューター 

２０００年から２００２年の総売上本数によるランキング 

 

（注）VIZ Communications と BANDAI Entertainment 作品は PIONEER に含まれる。 

 

 

 

 

 

 

資料：各社発表資料より作成 
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５．ライセンシング                       

５－１ 概況 
表５-A： 米国ライセンシング業界の収入  

 

資料：Licensing Industry Survey 2002(LIMA)より作成 

ＬＩＭＡのデータによれば、２００１年の米国ライセンシング業界総収入は５６億６００万

ドルでそのうち２４億８４００万ドルがエンタテインメント・キャラクターライセンシングに

よる収入である。総収入に占める比率は４４．３％、第２位のトレードマーク／ブランド

の１７．２％を大きく引き離した第１位である。 

表５-B： キャラクター・ライセンシング（２００１年）の製品別収入 

 
資料：Licensing Industry Survey 2002(LIMA)より作成 
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キャラクター・ライセンシング収入の製品別構成を見ると玩具・ゲーム類（ビデオゲー

ムを除く）が３２％、次いでビデオゲーム・ＰＣソフトウェアが１５％、アパレルが１１％で

ある。 

 

５－２ アニメのライセンシング 
表５-C ビッグタイトルアニメのライセンシーリスト（参考） 

 

                         資料：４Kids Entertainment Licensee List(2002/5 E3)を参考に作成 

 

図表５-C は数年にわたるテレビ放送実績を持つ日本製ビッグタイトルアニメのライセ

ンシーリストである。ゲーム業界の国際コンベンション‘Ｅ３ ２００２’会場で配布されて

いたものを転写したのだが、ここから同作品のライセンスビジネスは１３カテゴリー、５

１社にまで広がっていることがわかる。 

ロイヤリティの率はさまざまであるが、一般的に卸価格の５％とされている。 

現実には日本製コンテンツ（アニメなど）の場合、ホームビデオで卸価格の２０％前後、

玩具で５％、「遊戯王」や「ポケモン」で市場が広がったトレーディング・カードで５％か

ら１０％程度と製品ごとに差があり、また「強いもの」と「弱いもの」の差も大きいとい

う。 
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アニメ商品の小売ベース市場規模は推定４１億ドル（２００１年） 

北米におけるアニメ関連商品の市場規模を推定した。算出根拠は下記の通り、米国

でビジネスが展開されている「パワレンジャー」「ドラゴンボールＺ」「ポケモン」等をライ

センシングする、あるいは玩具・ゲームを製造している会社の財務諸表など公開され

ているデータを基礎に市場規模を推定した。当然ここには含まれていないコンテンツ

もあるためすべてを漏れなく網羅したとは言えない。また、製品カテゴリーやコンテン

ツの力によるロイヤリティの差も反映していない。しかし、全般的な傾向を捉えること

はできると考える。上記３社の２０００年度、２００１年度、２００２年度中間決算を基に

シミュレーションをした。 

 

データ 

事例：東映アニメーションの北米地区売上は２７億９０００万円（２００２年３月期決算） 

＝「ドラゴンボール」「ドラゴンボールＺ」「デジモン」等のライセンシング収入 

＝出典 ２０００年３月期決算、２００１年３月期決算、２００２年３月期中間決算 

＝売上額はロイヤリティ収入と見做し卸ベース・小売ベースの売上を換算。 

 

事例：バンダイの北米地区売上は２８３億４１００万円（２００２年３月期決算） 

＝「パワレンジャー」「ガンダム」「デジモン」「ハローキティ」等の商品売上げ 

＝出典 第５３期、第５４期、第５５期 事業報告 

＝売上額は卸ベースの収入と見做し、小売ベースの売上を換算 

 

事例：４ＫｉｄｓＥｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔのライセンス収入は２８２５万ドル（２００１年年次報告） 

＝「ポケモン」「遊戯王」「ウルトラマンティガ」等のライセンシング収入 

＝２００２年・年次報告（Annual Report2002） 

＝ライセンス収入をロイヤリティ収入と見做し卸ベース・小売ベースの売上を換算。 

 

事例：米国におけるエンタテインメント／キャラクタープロパティーのライセンス収入 

＝比較データとしてライセンス収入を小売ベースに換算 

＝出典 Licensing Industry Survey 2002(LIMA) ＊２００２年はデータ未発表 

 

仮定 

①ロイヤリティは卸価格の５％ 

②卸価格は小売の６０％ 

③換算は１ドル＝１２０円 

（注）仮定はＬＩＭＡのアドバイス並びに関係各社への取材を基に設定した。 

 



 32

表５-D： 米国におけるアニメプロパティの小売ベース市場規模（2000-2002） 

 

 

２０００年は「ポケモン」関連商品が大きくヒットしている年である。２００１年以降「ポケ

モン」関連商品が減速してきた。一方で「ドラゴンボールＺ」「遊戯王」などが商品ビジ

ネスを伸ばしているが、「ポケモン」に匹敵するレベルのものはまだ登場していないと

いうことが言える。ライセンシング市場は「ヒット・プロパティ」「メガヒット・プロパティ」が

登場すれば、一夜にして状況が変わる。 
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６．放送倫理と基準                        

 

６－１ 子ども向けテレビ番組 
米国の子ども向け番組に関わる規制の厳しさは有名である。周知の通り、テレビ放送

には一般的な放送基準があり、それに加えるかたちで子ども向け番組に関する基準

が追加されている。この基準も放送番組内容に関わるもの、広告に関わるもの、教育

的番組の編成義務にかかわるものなどに分けられる。 

本項では調査取材の結果をもとに米国テレビ放送における子ども向け番組基準を下

記にまとめた。ただし、地上波テレビとケーブルテレビ・ネットワークでは基準が異なり、

また同じ地上波同士でも局によって基準は異なる。よってあくまでもひとつの目安とし

て参考にしていただきたい。 

 

子ども向け番組の広告に関わるもの 

・ 「子ども」とは１２歳以下を指す。 

・ 子ども向け番組では、子どもがコマーシャルと番組本編を区別できるように番組

放送枠前後に「バンパー（ｂｕｍｐｅｒ）」と呼ばれるものが設けられている。 

・ 子ども向け番組枠内では、番組内容と直接関連するプロダクツ（キャラクターな

ど）が登場するコマーシャルを放送できない。例えコマーシャルに登場するパッケ

ージに描かれているだけでも不可となる。 

・ 子ども向け番組は番組内容と関連がある玩具などの映像を、番組本編に使用す

ることはできない。 

・ １９９０年子どもテレビ法（The Children’s Television Act of 1990）により番組内で

放送できるコマーシャルの総量は週日／１時間／１０分３０秒以内、週末／１時間

／１２分以内と定められている。 

 

番組内容に関わるもの 

 

・ 暴力の描写 

身体的、言語的、精神的のいずれにおいても、暴力の描写は 小限に抑えられ

なくてはならない。 

アニメ番組では、ストーリーの様式として非現実的な暴力が含まれることは許容さ

れるが、暴力が中心テーマであったり、危険な行為を真似る誘因になるようなもの

があってはならない。 

暴力は否定的に扱われなければならない。 
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言葉 

民族を中傷するような言葉（アクセントなども含まれる） 

あからさまに卑猥な言葉や「馬鹿（ｉｄｉｏｔ）」「あほ（ｄｕｍｂ）」「間抜け（ｓｔｕｐｉｄ）」「知恵遅

れ（ｒｅｔａｒｄｅｄ）」「でぶ（ｆａｔ）」などは避ける。 

身体的、精神的障害に対する軽侮的な言及も避けなければならない。 

 

・ 裸体表現 

ロマンチックな愛が番組のテーマとなることはあるが、性的な問題や言葉は避け

る。裸体表現は露出を 小限に抑える。 

 

・ 武器 

銃器は避ける。（ＳＦ的な空想武器は許容される） 

視聴者に向かって銃器やナイフをむける表現は避ける。 

 

・ 血の表現 

流血の映像表現は不可となっている。 

 

・ 宗教 

宗教の話題を扱うときは特別な注意が必要である。 
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６－２ テレビ番組レイティング  
資料：tvguideline.org より 

 
全ての子ども向け 

この番組は全ての子供向けに制作されています。アニメーション、実写にかかわらず、2 歳児から

6 歳児の幼児を含む子供の視聴者に特定して、番組のテーマや要素が構成されています。この番

組は幼児を怖がらせるようなものではありません。 

 

年長の子供向け 

この番組は 7 歳児以上の子供対象です。これは、架空と現実を見分けることのできる発達した能

力を備えた子供により適しているといえます。この番組のテーマや要素は、軽い空想暴力やコメデ

ィータッチの暴力を含み、7 歳以下の幼児を怖がらせるかもしれません。従って両親は、この番組

が幼児に適しているかどうかを考慮するのがよいでしょう。 

 

年長の子供―空想暴力 

このカテゴリーで、空想暴力が他の番組に比べてより激しく戦闘的な番組は、TV-Y7-FV 指定され

ます。 

 
一般視聴者向け 

多くの親は、この番組が全ての年齢層に適していると思うでしょう。この指定は特に子供向けの番

組を示しているものではありませんが、多くの親は若い子供達だけでこのプログラムを見ることを

許可するでしょう。この番組には暴力シーンはほとんど或いは全く含まれず、きつい言葉や性的な

会話や状況もほとんど或いは全く含まれません。 
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親同伴が望ましい番組（PG はペアレンタル・ガイダンス） 

この番組には、親が幼児には相応しくないと思うであろう内容が含まれます。多くの親は幼児が番

組を見るとき同伴することを望むでしょう。テーマ自体が親同伴を必要とし、また、次の 1 つ或いは

1 つ以上の要素を含みます。 

中程度の暴力シーン（V）、若干の性描写（S）、荒っぽい言葉遣いがまれに見られる（L）、やや思

わせぶりな会話（D）。 

 

親の強い注意が必要な番組 

この番組には、多くの親が 14 歳以下の子供には相応しくないと思われる要素が含まれます。親は

この番組を 大の注意を持って監視することを強く求められ、14 歳以下の子供が親の同伴無しに

番組を見ることのないよう警告されます。この番組は次の要素のうち1つ或いは1つ以上を含みま

す。 

強烈な暴力シーン（V）、強烈な性描写（S）、強く荒っぽい言葉遣い（L）、強烈に思わせぶりな会話

（D）。 

 

成人視聴者向け 

この番組は、特に成人対象に作られています。従って、17 歳以下の子供には相応しくないでしょう。

この番組は次のうち 1 つ、あるいは 1 つ以上を含みます。 

映像的な暴力シーン（V）、露骨な性行為シーン（S）、露骨で下品な言葉遣い 
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６－３ 映画レイティング  資料：米国映画製作者連盟（ＭＰＡＡ） 

 

Ｇ（Ｇｅｎｅｒａｌ Ａｕｄｉｅｎｃｅｓ）・・・すべての年齢むけ 

 

 

ＰＧ（Ｐａｒｅｎｔａｌ Ｇｕｉｄａｎｃｅ Ｓｕｇｇｅｓｔｅｄ）・・・保護者同伴 一部、子ども向けでない。 

 

 
ＰＧ－１３（Ｐａｒｅｎｅｔｓ ｓｔｒｏｎｇｌｙ ｃａｕｔｉｏｎｅｄ）・・・一部が１３歳以下の子どもには適さない。 

 

 

Ｒ（Ｒｉｓｔｒｉｃｔｅｄ）・・・１７歳以下は両親または成人した保護者の同伴が求められる。 

 

 

ＮＣ－１７・・・・・１７歳以下は許可されない。 
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６－４ 米国のＴＶガイドラインに関する質問集 
資料：www.tvguideline.org より 

 

プログラムはどのように格付け（レーティング）されるのですか？ 

テレビ放送局とケーブル・ネットワークによって、自主的に規定されます。 

 

 
同一プログラムは毎週同じ格付けが適応されるのですか？ 

エピソード毎に格付けされます。従って、内容によっては異なる格付けがされます。 

 

 
シンジケーテッド・プログラミング（地域によって放送局が異なるテレビ番組制作）とは何ですか？

またそれはどのように格付けされますか？ 

シンジケーテッド・プログラミングとは、トークショー、ゲームショー、テレビ放送やケーブルテレビ等

で、一度放映されたドラマや、シチュエーションコメデイ（略称シット・コム、または、連続ホームコメ

デイ）の再放送で、地元テレビ局が放映権を購入したものです。このような番組の場合は、通常、

配給業者がこうした番組を格付けする責任があります。 

 

 
コマーシャルは格付けされますか？ 

テレビ広告は格付けされません。 
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ネットワーク・プロモーションは格付けされますか？ 

ネットワーク・プロモーションとは、毎日、毎週、或いは一連の特別番組の広告です。多くの単一シ

ョー・プロモーションの場合は、当該番組の格付けを表示しています。 

 

 

番組の格付けはどこで見られますか？ 

格付けは、次のところで調べることができます。1）地方新聞のリスト、2）テレビガイド、3）番組放送

時の冒頭で表示、4）ケーブルテレビ上での番組ガイド。また、テレビ放送局やケーブル・ネットワ

ークのウェブサイト上で番組の格付けが見られるものもあります。 

 

 

新聞にテレビのペアレンタル・ガイドラインが載っていますか？ 

多くの新聞には、番組リストの番組名と放送時間の横に格付けが掲載されています。もしあなた

の地方紙にテレビの格付けが載っていないようであれば、連絡をとって掲載するよう依頼してくだ

さい。 

 

 

テレビ画面ではどのように格付けが見られますか？ 

番組の冒頭に、格付けのアイコンが画面左上に見られます。1 時間以上の番組であれば、２時間

目の冒頭に再度見られます。 

 

 

番組の格付けに関する苦情はどこに送ればよいのでしょうか？ 

TV ペアレンタル・ガイドライン・モニタリング委員会（The TV Parental Guidelines Monitoring Board） 

は、格付けが正確に一貫性をもってなされているかを保証する責任を持ちます。個人が苦情を申
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し入れるには、郵便、電話、e-mail の方法で同委員会に連絡をとることが可能です。 

 

 

テレビ用に編集された映画は誰が格付けするのですか？ 

劇場映画がテレビ放送やベーシックのケーブルテレビでノーカット放映されることはまずありませ

ん。テレビ放送局やベーシック・ケーブル・ネットワークは、ネットワークの規定に従って映画を編

集します。映画が修正された後、TV ペアレンタル・ガイドライン格付けがつけられます。HBO や

Showtime 等のプレミアム・ケーブル・ネットワークは劇場映画をノーカットで放映します。これらの

映画はネットワークによって補足内容説明に加えて、オリジナルな MPAA（Motion Picture 

Association of America 米国映画協会）の映画の格付けが付けられています。 
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おわりに                            

 

この調査は日本貿易振興会によりに実施されました。 

２００３年５月にフランス・カンヌで開催される「カンヌ国際映画祭」にも日本のアニメ映画が２本出

品されるなど、アニメが世界市場を視野にいれたビジネスを展開できる基礎は出来上がりつつあ

ると思います。世界標準のクオリティで作品を制作する能力と、世界市場に向けて売っていくビジ

ネスシステムが両輪となれば、多くの作品にドアが開かれると信じております。 

今回の調査に当たりましては、現場的な視点でデータ収集を心がけました。私見による分析は

小限に留め、データ重視（統計またはインタビュー）の構成としております。ご指導やご指摘を頂け

れば幸いであります。また取材・資料提供・アドバイスなどさまざまなかたちでご協力いただきまし

た皆様に心からの御礼を申し上げます。 

末筆ながら、アニメに関わられる皆様の益々のご発展を祈念いたします。 

 

                               

海部正樹（調査・本文） 

masakaifu@aol.com 

 

JETRO Los Angeles    横田 真、石村 寛 

 

JETRO Houston       小原 誠、前川直行、小澤仁護 

JETRO Atlanta        成田裕介 

JETRO San Francisco  松浦健太郎 

 

取材協力 

John Ledford, Kevin G. Corcoran (ADV Films)  

Terry Kalagian, Jason Demarco, Jim Babcok (Cartoon Network) 

Laura Civiello, Gabrielle Davis (techtv) 

John Hardman, Patricia G. Dennis, Dennis Dort (The WB Television Network) 

  

翻訳協力 

ISS Translations, Inc. 

 

Special thanks to  （敬称略） 

後藤秀樹、鈴木十元、堀淵清治、瀬尾英理子 (五十音順) 

 



 42

参考 インタビュー                       

１ The WB Television Network（地上波ネットワークテレビ）  
会社概要 

同社は米国第５番目のネットワークとして誕生した。土曜日を除くプライムタイムに全米

テレビ視聴世帯の９２％へ向けて番組を供給している。Kid’s WB! は１９９９年の春から

サービス開始。週日の午後と土曜の朝４時間の放送で子ども向け番組を専門に放送中。 

 

 

 

インタビュー要旨 

Kid’s WB！について 

JH： 我々、Kid’s WB !は４年前に誕生した、ＡＯＬタイムワーナーグループに所属する The WB 

Television Network の事業部門です。 

４年前に行った調査で、まだサービスを受けていない層があることを知りました。６歳から１１歳の

男の子です。我々のターゲットは、いまでも６歳から１１歳の男の子です。 

女の子や他の年齢層を積極的に追いかける考えはありません。この６歳から１１歳を追いかける

ことで、下の年齢層（２歳―）や１０代（ティーン）男性に関してもナンバー１のポジションを得ている

からです。毎年、視聴者は増えていますが、同時に若年層や女の子も増えています。 

番組は週に１４時間放送しています。土曜日は４時間、すべてオリジナル・プログラムで、プレミア

ムターゲットです。月曜から金曜まで毎日午後に２時間、これは土曜日の再放送です。 

ナンバー１は「遊戯王」です。「ポケモン」が続いています。 「ジャッキー・チェン・アドヴェンチャー」

「Ｘマン・レボリューション」「スクービー・ドゥー」それ以外のオリジナルです。 

 

DD： わたしたちの土曜朝には、現在３本の日本製アニメーションが入っています。「遊戯王」「ポ

ケモン」そして日本と韓国の共同製作「キュービックス」です。この３作品とも４Ｋｉｄ‘ｓＥｎｔｅｒｔａｉｎｍｅ

ｎｔというエージェントを通して買っています。できることならば、わたしたちは中間業者を通さないで、

日本の製作者と直接、ディールを行うあるいは企画の開発いたいと考えています。すでに、小学

ジョン・ハードマンさん（左） 

Kid’s WB!編成部・副部長 

Mr. John Hardman: Senior Vice President, Programming, Kid’sWB!

パトリシア・Ｇ・デニスさん（中） 

放送考査部・副部長 

Ms. Patricia G Dennis： Vice President, Broadcast Standards 

デニス・ドットさん（右） 

事業部・副部長 

Mr. Dennis Dort: Vice President, Business Affairs    
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館のアメリカ法人であるＳｈｏｐｒｏＵＳＡや東映と話は進んでいます。また、まだ社名は言えません

がそれ以外の日本の会社とも進めています。 

 

４Ｋｉｄｓ Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔは裏番組のＦＯＸＢＯＸをもっているが？ 

ＪＨ： 彼らとは長期的なディールをしていますし、裏番組と言っても特に問題はありません。彼ら

（４Ｋｉｄｓ）はプロモーションをＷＢとＦＯＸの両方で行えるわけですし、わたしたちも優れた番組を手

に入れられているわけですからＷＩＮ－ＷＩＮの関係にあるわけです。 

 

日本の製作者と直接ディールするメリットは何ですか？ 

ＤＤ： ビジネスサイドとして言えば直接に取引することは、ビジネスがシンプルになります。中間業

者が入りますと、売りと買い以外の視点が入ってくるのでビジネスが複雑になります。それに中間

業者が入らないほうが安くコンテンツを入手できますね。 

ＪＨ： 番組・編成サイドとして言えば製作者と直接に話ができたほうが、意志の疎通が確実だと言

えます。間に人がはいると「翻訳ミス」がおきやすくなります。 

４、５年前に「ポケモン」が成功して日本のアニメへのドアが開かれました。そのころは、まあ「ポケ

モン」をもっていればいいだろうと考え、あまり他のものを探す必要は感じていませんでした。しか

し、今は日本のアニメがたいへんアピールすることがわかっていますので、直接にディールをする

機会を増やしていきたいと思っているのです。 

 

ＤＤ： 我々も、日本側のパートナーもともに洗練されてきました。ディールの構造も、経済的にどう

いうことができるかということも、ずいぶん進んだ考え方になってきていると思います。 

 

６歳―１１歳の男の子をメインターゲットとした理由は？ 

ＪＨ： ひとつには、どこのネットワークも、狙っていなかったターゲットだからです。また、玩具メー

カが広告宣伝のターゲットとして狙っている層だからでもあります。女の子は主人公が女の子で、

もっと人間関係などが描かれているシリーズやコメディを好むと思いますね。女の子は、アニメ-ｼｮ

ﾝより実写のドラマ（ライブ・アクション）を好むので、ＡＢＣファミリーなどを見ているのではないでし

ょうか？ 

アメリカのネットワークは、それぞれが具体的に異なったターゲットを定めて追いかけています。私

の理解ではＣａｒｔｏｏｎ Ｎｅｔｗｏｒｋは年齢層の高いひとたちを狙っています。わたしたちは６歳から

１１歳の男の子と決めているわけです。 

 

その中で、日本のアニメの役割は？ 

ＪＨ： 現在のところ日本のアニメは重要な働きをしていますし、今後もそうなるだろうと思います。

ただし、大切なことは、私たちが子ども向けの放送としてはもっとも僅かな放送時間しかもっていな

いということです。ですから、その中でのバランスというのが重要になりますね。今後も年間１また
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は２タイトルくらい新しいシリーズを調達することはあると思いますが、１００％日本のアニメにして

しまうことは考えられませんね。われわれは３０分のシリーズアニメのみを購入します。長編映画

や短編は購入しません。われわれは土曜日に４時間の放送時間しか持っていませんから、映画

はできないのです。予算もありませんね（笑）。 

 

ＤＤ： アメリカと日本の制作システムの違いもあります。日本ではシリーズの３０分番組の場合、

だいたい年間５０本から５２本作られますが、アメリカでは１３本から２６本です。 

ひとつのシリーズで製作される本数が多いことはメリットです。例えば「遊戯王」は短い期間に多く

の本数が制作されているというメリットがありますね。 

 

購入作品を決めるにあたって重視されるのはどういう点ですか？ 

ＪＨ： もっとも大切なのは、キャラクターとストーリーです。事前に十分なテストを行ってから決めて

います。ただし、他の要素も決定を下すさいに重要な役割を果たします。 

たとえ、テスト結果が必ずしも良好でなくても、日本で成功しているとか商品化ビジネスが活発に

展開されているのならば、それも考慮されることになります。 

広告費をもってきていただければ幸いですが、そうでない場合もあります。 

 

ＤＤ： ビジネス面の交渉は私がするのですが、ジョン（ＪＨ）のクリエイティブ的な考えが 優先さ

れます。記憶する限りいままでに、ビジネス面での理由により、クリエイティブ面の決定が覆された

ことはありません。 

 

新しくはじまる「メガマン（邦題：ロックマンエグゼ）」に出てくる「魚やの政さん」はアメリカ人の子供

には馴染みのないキャラクターだと思うが？ 

ＪＨ： 確かに、子供たちは変なキャラクターだと思うでしょう。日本の魚屋はアメリカ人には馴染み

がありません。私たちは英語の吹き替えをテキサス訛りにしようと考えています。南部訛りにする

ことで、子供たちにとって面白みのあるキャラクターにできればと考えているのです。 

 

Ｃａｒｔｏｏｎ Ｎｅｔｗｏｒｋとの関係は？ 

ＪＨ： 同じＡＯＬ・タイムワーナーグループの姉妹会社ですが、独立した企業同士ですから、限定

的な協力関係になっています。例えば、４月のプロモーションの時期１ヶ月間だけ番組を共有する

ことなどあります。 

 

確保する権利の範囲は？ 

ＤＤ： 私たちは、経営的に近いところにＣａｒｔｏｏｎＮｅｔｗｏｒｋがありますので、Ｃａｒｔｏｏｎで放送する

条件を出すようにしています。売り手の側が、より広く放送したいと考えている場合は、Ｃａｒｔｏｏｎ

での露出はメリットなので無償で手に入る場合もあります。相手が放送権利料を多く稼ぎたい場合
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は追加権利料を支払って買うかどうかになります。契約期間中は他のネットワークには売らない。 

ホームビデオを発売する場合も条件をつけます。つまり、契約期間中に売り手（ベンダー）ができ

ることには、限りがあると思います。 

私たちは、製作者が世界への映像配給や商品ライセンシング、ホームビデオ、音楽などについて、

まだ誰とも契約を結んでいない、あるいはその手段を持たない場合に、私たちに任せないかと提

案することはあります。しかし、それは絶対条件ではありません。 

なぜなら、私たちの交渉相手は多くの場合すでに、世界に対してセールスをする手段や実績をも

っている会社だからです。 

ＪＨ： 一般的に言って、確保する権利の範囲を広げれば対価が高くなりますから。 

 

子ども向け番組内での広告規制について教えてください。 

ＰＤ： １９７０年代後半であったと記憶しますが、当時子供たちにむけたテレビからの商業メッセー

ジが、こどもを圧倒しすぎているということから、こどもテレビ法という法律が制定されました。コマ

ーシャルだけではなく、テレビ番組本編も同じです。例えば「ポケモン」のドラマ部分で「ポケモン」

玩具の映像を流すことは認められません。また、番組枠内のコマーシャルで「ポケモン」の玩具の

映像を流すことも許されていません。「ポケモン」の枠内で「遊戯王」の玩具の映像を流すことはで

きますが、「ポケモン」玩具はだめです。番組の前タイトルから後タイトルの間はだめですが、番組

の前タイトル直前あるいは後タイトルの直後ならばＯＫです。 

 

ＤＤ： 私たちはＦＣＣを含めた政府の規制は受けていません。しかし、私たちの供給する番組を流

すテレビ局（加盟局）がＦＣＣの規則に従わなくてはなりません。従わないことが度重なると、彼ら

は電波を使用する免許を失う恐れがあります。ですからわたしたちもＦＣＣの規則に沿った番組の

供給をしなければならないのです。 

 

Ｋｉｄ‘ｓ ＷＢ！の放送基準の基本的な考え方について教えてください。 

ＰＤ： 少々難しい問題ですね。文書化されたものはありません。 

私たちの部門で決定するのですが「視聴者が見て、なにを、どう喜ぶか」というポイントを大切にし

ています。もちろん暴力表現などはテイストの問題もあります。加盟局の広告規制や、発売されて

いるキャラクター玩具と本編に登場するキャラクターの見かけを変えていくというようなこともあり

ます。規制・規則とテイストを合わせて判断することを、私たちの部門で担当しています。 

ネットワークによって違いますが、わたしたちＫｉｄ‘ｓＷＢの場合、暴力に関してはいうと「プロデュ

（注）番組とＣＭ（ＳＢ）は１０秒程度の「バンパ

ー」と言う仕切りで分けられる。番組枠前後

のバンパーの外でならばキャラクターを使用

した玩具の映像を流すころができる。 
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ーサーに対して‘現実的でない武器’にしてください」とお願いしています。‘ひきがね’があっては

いけないし、ファンタジックあるいは空想未来的なものにしてくださいということです。防御用であっ

たとしても同じです。顔に直接向けない。身体に直接あてない、距離を置く、そして血はだめです。

武器があたったときも、光が散るというような効果で表現するようにしています。 

 

ＤＤ： 放送基準に関して付け加えるならば、製作者に放送の基準をわかってもらうことが大切で

す。私たちが投資をする場合、製作の初期の早い段階で、基準に関わるものはクリアすべきなの

です。できてしまってからでは遅いのです。（日本の）製作者と交流をもつことで、彼らが基準に対

して理解をすれば、適合するように作ってくれるでしょう。あとからでは間に合わないものも多いの

です。 

 

ＰＤ： 購入する場合でも、日本のオリジナルを試写して、基準に照らし合わせた修正をお願いす

る場合は多くあります。例えば武器に関して、クリエイティブの効果を変えてもらうとか、あるいは

刀を、光にして（スターウォーズのライトセーバー風）、刀ではないものに変える事もあります。 

また、「腕が切り落とされる」ような表現はアメリカでは許されません。たとえ、購入した番組であっ

てもアメリカの視聴者に合うように修正をしてもらう作業が多くあります。 

 

Ｋｉｄ‘ｓＷＢではどういう社内システムでＳ＆Ｐを判断しますか？ 

ＰＤ： 私の所属するＢｒｏａｄｃａｓｔ Ｓｔａｎｄａｒｄｓ（放送基準部＝番組考査部）は７人のメンバーです。

Ｋｉｄ‘ｓＷＢだけではなく、The WB Television Network の番組全体を担当しています。 

プライムタイムの担当者や子ども向けの担当者などに分かれています。  

多くの場合、社会常識から考えます。私たちが両親になったつもりで、どういう内容をこどもに見せ

たいかで考えます。そうすると過保護になる傾向はありますが、たとえそうであったとしても、それ

でより多くの視聴者に満足して貰えればと考え、実行しています。 

 

ＤＤ： ネットワークごとに規制は違います。またケーブルテレビ・ネットワークや衛星テレビ・ネット

ワークとわれわれ地上波テレビネットワークは異なります。 

彼ら（ケーブルや衛星）も、理論的には規制を受けているのですが、加盟局がないので直接の規

制は受けません。 

数年前に「ドラゴンボールＺ」を私たちも放送できないか検討しましたが、私たちの基準の適合する

エピソードが僅かしかなかったため断念したことがありました。その同じ時期にＣａｒｔｏｏｎＮｅｔｗｏｒｋ

は受け入れて放送しています。これはケーブルと地上波の規制の違いがあると同時に、ターゲッ

トの違いでもあります。私たちのターゲットは６歳から１１歳の子どもですし、ＣａｒｔｏｏｎＮｅｔｗｏｒｋは

ティーンあるいは大人もターゲットに入ってきているからなのですね。 
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修正がある場合にかかるコストは誰が負担するのですか？ 

ＪＨ： われわれが細かな指示をしますが、コストは売り手の負担です。 

 

光の点滅効果に関する規制はありますか？ 

ＰＤ： 私たちには光に関する規制はありません。‘光過敏症’に関する知識はもっておりますので

注意はしていますが、明確な基準や規定はありません。過去にはモノクロの渦巻き模様などが起

こす催眠効果についての規制がありましたが、それもいまは無くなりました。 

 

取材：２００３年４月２２日（カリフォルニア州バーバンク・The WB Television Network にて実施） 
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２ Cartoon Network （ベーシック ケーブルテレビ・ネットワーク） 
会社概要 

１９９２年１０月１日設立。 

米国初の２４時間カトゥーン（アニメーション）専門ケーブルテレビ局 

米国内８２５０万世帯（２００３年３月現在）をカバーする。世界１４５カ国に１７の言語で配信を行う。

本社はジョージア州アトランタ。２０００年夏、カリフォルニア州バーバンクにプロダクション部門

Cartoon Network Studio をスタートさせ、５年間（２００３－２００７）で５億ドル（６００億円）以上の製

作費を投入しオリジナルアニメーションを製作することにコミットしている。 

 

  

 

インタビュー要旨 

はじめにひとこと 

Japanese Animation のアメリカにおけるトレンドですが、過去には２、３の作品が大きなヒットを作り

出したと思います。10 年前の「スピードレーサー」や「パワレンジャー」などです。 

しかし、私が思うにこの２～３年は多くの世代に支持されて Japanese Animation はより広く拡大し

ました。特に子供むけの「ポケモン」「ドラゴンボールＺ」「遊戯王」が Japanese Animation を拡大さ

せていると思います。 

 

Cartoon Network のビジネス戦略は？ 

私たちのビジネス戦略は（日本の）ＴＢＳや日本テレビやテレビ東京と同じです。すなわち「偉大な

番組」を手に入れて、放送し、高い視聴率（Rating）を獲得することなのです。 

私たちはこの「偉大な番組」を探し続けています。この「偉大な番組」は日本から来ます。勿論、い

ろんな所から来るのですが、多くの「偉大な番組」が日本から来ます。 

我々のリソースです。 

日本のアニメ業界とは近い関係を築きたいと考えています。 

多くの素晴らしいコンテンツを生み出す日本のプロデューサーや関係する会社と近い関係とパー

トナーシップを作り上げることは良いビジネス戦略であると考えます。 

 

 

テリー・カリギャンさん 

編成部・副部長 

Ms. Terry Kalagian  

Vice President of Programming 

Cartoon Network Inc.  
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日本のアニメはどう編成されているのですか？ 

現在、Adult swim Action-part は月曜―木曜 Midnight 0am－2am。 

それ以外に Cartoon Network は Japanese Animation にマッチした二つの放送時間ゾーンを用意し

ています。 

Toonami は、アフタースクールの,Action & Adventure Block で、月曜―金曜 5pm-7pm。そして土曜

の 7pm-2am です。これは「サタデーナイト・アクション」です。 

もちろん、それ以外にもいろいろな時間帯で放送されています。 

 

Adult Swim Block のコンセプトは？ 

多くの日本の番組（アニメ）は、非常に暴力的でこども向けの番組として放送することができません。

例えば「カウボーイビバップ」をこども向け番組として放送することはできないのです。アメリカでは

こども向け番組に「銃器」「血」「裸体」「（悪い）言葉」が出ることは好まれません。 

そのため多くの日本のアニメが昼間の時間帯に放送することができません。（作品としては）良質

のものもあるのですが、私たちは昼間の放送はできないのです。これが深夜時間帯に Adult 

Swim を編成したコンセプトの一番目です。 

 

二番目の理由は、アメリカにおいて、いままでも「オタク」と呼ばれる人たちがエキサイティングした

ようなアニメを見たいというグループが、大きくなっていることです。「オタク」は小さなグループと考

えますが、それが多くの人々に受け入れられるようになってきたのではないかと思います。私たち

は、このグループにアニメを届けたいと考えています。 

 

Adult Swim Block のデモグラフィックについて 

１８歳から３４歳の男性です。一般的にアメリカの女性は、こういう種類の番組にはオープンではあ

りません。 

日本のアニメは土曜の深夜だけで放送していました。11pm-2am。これですべてでした。今年の１

月から月曜―木曜の0am-に枠を増やし、１時間遅くなりました。2003年3月の平均世帯視聴率は

０．９％です。 

Adult Swim Block では日本製ではないコメディも放送しています。私たちはアクションとコメディの

両方を合わせて見ています。 

番組宣伝ではパッケージ、つまりコメディ＋アクションとして扱っています。 

Action-Part は日曜－木曜 ２３：００からスタートです。 

 

Adult Swim Block の放送枠を拡大した理由は？ 

もともとは土曜日に Adult Swim-Action 日曜に Adult Swim-Comedy を放送していましたが、これ

を週５日放送に拡大しました。よりポピュラーになったからです。 

土曜はこども向け番組に戻すことに決めました。日本製アニメも含まれますが、もちろん子供向け
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アニメです。 

 

ＴＯＫＹＯアニメフェアに行かれた収穫はありましたか？ 

一箇所で、非常に多くの人に会えたことは良かったと思います。日本のアニメプロデューサーとわ

たしたちが近くなることで、世界的な展開もできるようになると考えます。 

わたしたちは、デジタルチャンネルの「カトゥーンネットワーク・ジャパン」とサンライズとともにアニメ

「ビッグ・オー」第２シーズンの１３エピソードを共同製作しています。 

 

共同製作は今後も継続されますか？ 

いくつかの可能性を他のプロダクションとも検討しています。具体的には言えませんが、東映、ぴ

えろ、バンダイ、ＴＶ東京、ＴＢＳ、日本テレビなど多くの会社とも機会があればすすめて行きたいと

考えています。 

 

Toonami の戦略を教えてください。 

６歳―１１歳の男子で 高の視聴率をとりたいと考えています。 

いろいろなタイプのアニメを放送します。「幽遊白書」「Ｇガンダム」「ドラゴンボール」「ドラゴンボー

ルＺ」などが高い視聴率をとっています。非常にシンプルな戦略です。（笑） 

 

Cartoon Network の番組内容規制（Standard & Practices）は？ 

難しい問題です。「言葉」「血」「暴力」「裸体」の問題です。 

通常はディストリビューターと協力して放送に支障がないよう修正しますが、わたしたち自身で修

正する場合もあります。 

わたしたちの Toonami-Block 担当のプロデューサーが番組のパッケージや番組宣伝スポットの制

作と同時に、修正編集作業も行います。 

血のシーンをカットしたり、マスキングを施したりします。修正にかかるコストは契約によりますが

ディストリビューターが負担する場合もありますし、こちら（Cartoon Network）が負担する場合もあ

りますね。修正箇所に関してプロデューサーは判断しません。彼らは「スタンダード＆プラクティス・

ノーツ」に従って編集をします。 

わたしの上司も加わったディスカッションが行われます。その上で上司が 終判断を下します。広

告やＰＴＡ、あるいは他のネットワークがどう判断したかと言うようなソースからも検討されます。 

「スタンダード＆プラクティス部」ではすべてのエピソードを試視聴し、修正が必要な箇所を「スタン

ダード＆プラクティス・ノーツ」に記録します。 

 

考え方の基本となる国や公的な機関による法令・規則はありますか？ 

ないと思います。それ以上に「安心」かどうかということです。 

会社の経営者が「安心」と感じられるものを、時間をかけて作り上げてきました。 
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会社は「暴力」的な番組が放送されることは「安心」でなくなります。 

親のグループで構成される委員会からのリコメンデーションはあります。従属はしませんが、私た

ちは選択したのです。 

それは、テレビを見ている親や子供たちが私たちの番組を見て「安心」でいられようにしたいと考

えています。会社によっても違います。ＦＯＸとＫｉｄｓＷＢ！も違います。 

アメリカには「光の点滅」に関するルールは特にありません。 

 

Adult Swim と Toonami では番組内容規制の違いはありますか？ 

Adult Swim では、多少「セクシュアル」「悪い言葉」「暴力シーン」を許容します。 

例えば「カウボーイビバップ」です。「ルパン３世」の不二子はセクシーですよね。深夜で始まったと

ころで、大変面白いアニメですが、多少は編集や肌をマスキングしたりします。 

あるいは、番組に「こどもの視聴にはむきません」という警告を表示するようにしています。 

 

取材：2003 年 4 月３日（ジョージア州アトランタ・Cartoon Network にて実施） 

 

 

 

 
 
インタビュー要旨 

日本製アニメとＣａｒｔｏｏｎＮｅｔｗｏｒｋの出会いは？ 

１９９６年後半。ＶＯＬＴＲＯＮが 初で、ロボテックが２番目でした。その後「ドラゴンボール」や「セ

ーラームーン」を放送しました。あまり、調子よくはなかったな。（笑） 

 

「ポケモン」の成功はインパクトがあったのでは？ 

全米市場に対しては大きなインパクトがありました。私たちのＴｏｏｎａｍｉにはあまり影響なかった

けどね。「ポケモン」と「ドラゴンボールＺ」の影響で、その後多くの日本製アニメに門戸が開かれま

した。私たちのＴｏｏｎａｍｉでは「ドラゴンボールＺ」が大きくドアを開けましたね。 

ジェイソン・デマルコさん 

シニアライター／Ｔｏｏｎａｍｉプロデューサー 

Ｍｒ．Ｊａｓｏｎ Ｄｅｍａｒｃｏ 

Ｓｅｎｉｅｒ Ｗｒｉｔｅｒ／Ｐｒｏｄｕｃｅｒ ＴＯＯＮＡＭＩ 
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まあ、両方とも同じような時期にヒットしたからねえ。 

 

Ｔｏｏｎａｍｉブロックはどういう考えでスタートしたのですか？ 

初はボスから、午後の時間帯になにかアクションブロック考えろという指示があったので始めま

したね。そのころ視聴率が悪かったんです。子どもたちが見たくなる新機軸の「カッコいいアクショ

ンブロック」にしようと考えました。だから特に日本のアニメだけに絞ってはいませんでした。「バット

マン」とか「ドラゴンボールＺ」とかね。 

良質なアクションアニメは日本から来るとは感じていました。クオリティは高く、シリアスなストーリ

ーで、あまり玩具ビジネスに影響されていません。だから、多くの（日本製の）アニメを手に入れた

いと思いました。 

ブロックの名前の「Ｔｏｏｎａｍｉ」は「カトゥーンの津波が来る」という意味でつけました。 

 

日本製アニメの市場をどうご覧になりますか？ 

マーケットは「ポケモン」以来拡大していますね。３０歳以上のファンも増えてきて、インターネットの

ファンサイトも盛んです。私の妻は学校の教師をしていて１０歳の子供を教えています。彼らは「遊

戯王」や「カードキャプターさくら」を見ています。彼らが成長して「カウボーイビバップ」や「ドラゴン

ボールＺ」を見るようになるのではないでしょうか？シリーズアニメを見ながら成長して、いろんな

年齢層に広がっていくのではないかと思いますね。 

 

アクションアニメは７歳くらいが視聴者の中心です。しかし、その良質なクオリティ、ストーリー、メッ

セージが伝わっていくことで２０歳代、あるいはそれ以上にも広がっていくと考えます。 

７歳も見るし２０歳も見るということです。ただ、いくつかの作品、例えば「エヴァンゲリオン」なんか

は子供には難しいですね。だから、そういう作品は「Adult Swim」で編成します。 

 

番組内容規制について教えてください。 

番組内容の修正は放送基準に関するものだけです。担当部署にビデオで見せます。わたしたち

は、オリジナルで放送したいのですが、担当部署は「タバコはだめ」とか「ハダカはだめ」と言いま

す。その結果を製作者に伝えて修正できるかどうかを相談します。彼らができない場合、私たちが

編集などを行うこともあります。ただ、あまりに問題が複雑で、修正経費が大幅にかかるような場

合は、放送をしないこともあります。ごく稀なケースですが。 

ストーリーを変更しないで、部分部分を修正していくことは非常にコストがかかるのです。ただ単に

編集で削除すればいいとかいうことならば簡単です。「るろうに剣心」は９８話あるのですが、大変

コストのかかる作業になっています。修正の必要な部分が多すぎて放送をあきらめたエピソードも

あります。音楽や効果音は変更しません。多くのひとに見て欲しいと考えているので、オリジナル

の質を変えないようにしています。 
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Ｔｏｏａｍｉブロックでヒットするアニメの条件は？ 

誰が知っているのかな？私に教えてくれよ。（笑） まあ、いろいろなものが人気を得ていますね。

視聴者は新しいものが好き、コメディは好き、面白いキャラクターが好き。Ｔｏｏｎａｍｉではアクション

がいちばん受けています。巨大ロボットも人気があります。サイエンス・フィクションも人気があるし、

「セーラームーン」タイプの番組もうけています。「カードキャプター」のことですけれど、これらも評

判いいですね。まあ、ロボットが出てきて、アクションで、男の子向け。いいストーリーでキャラクタ

ーのしっかりしている作品があたっていると思います。 

 

日本製アニメが多いように思いますが？ 

平均でＴｏｏｎａｍｉブロックの８５％くらいが日本製アニメ。今は１００％だけれどね。 

日本は生産量が多く、良いアクションアニメがあるので、そこからピックアップができます。 

 

どうやって放送番組を決めるのですか？ 

必ず見て決めるようにしています。購入するかどうかを決めるのはテリーです。彼女が私たちに

「何かいい購入するべき番組はあるか」と聞いてきます。日本以外のアジア、例えば韓国のアニメ

も売込みがあれば見ます。見た感じは悪くないですが、まだ具体的に編成に取り入れようとは考

えていません。私たちは「ビッグ・オー」も見て、手に入れました。 初に見たのは３分間ほどのプ

ロモーション映像でしたが、ハイクオリティであることはわかりました。 

 

「ビッグ・オー」は日米共同製作のシリーズアニメですが、その魅力は？ 

「ビッグ・オー」の優れた点は、毎回必ず次のエピソードが見たくなるような終わり方をしていること

です。次の事件を少しだけ見せるのです。アメリカ人はミステリーが好きですが、こういう続けて見

たくなるストーリーの仕掛けは大変見事だと思いました。それから巨大ロボットが出てきて毎回戦

ってくれるのも魅力です。（笑）そして、この作品が昔の日本のアニメーションに似た雰囲気を持っ

ていることも魅力です。多くのアメリカ人が親しみを持つでしょう。手塚アニメーションのような感じ

です。それらのポイントが総合して「ビッグ・オー」の売りになっていると考えます。 

私たちは次のシーズンをアメリカ用に製作しました。今月日本で放送され、私たちは今年の８月か

ら新シリーズがはじまります。「Adult Swim」での放送です。アニメーションのオールドファンも見て

くれると思います。人気が出そうな要素を順番つけるとロジャー・スミスというクールなキャラクター

が一番、ロボットが二番、ストーリーが三番かな。アメリカ人はクールなキャラクターが好きだから。

「カウボーイビバップ」のスパイクとかね。本当にカッコいいよ。アメリカ人にとって００７のように自

分がそうなりたいと思うキャラクターがいいんだよね。これが一番大事な要素です。子供たちは玩

具や車に貼るステッカーやＴシャツを買うときにクールなキャラクターがプリントされているから買う

のです。大人になればストーリーも大切で、それで見るけれども、とくに子どもに向けてキャラクタ

ーをヒットさせるためにはクールであることが絶対だと思いますね。 
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日本との共同製作に関心ありますか？ 

共同製作には大変興味があります。「ビッグ・オー」は第一歩です。次のステップはオリジナルな企

画を、誰か日本の会社と一緒に始めたいですね。 

共同製作にあたっては、日本の製作者の意図や考えを十分に尊重します。例えば「私たちが決め

たアメリカ人の構成作家を使わなければだめだ」というようなことを絶対条件にはしないつもりです。

お互いの話し合いですね。多くのアメリカのメジャーな会社は、そういう条件を出すと思われている

でしょうが、私たちはそうではないことを証明していかなければなりませんね。少なくも「ビッグ・オ

ー」はそうなってはいません。これを読んで私たちとの共同製作に興味が沸いたら電話ください。

（笑） 

 

取材：２００３年４月３日（ジョージア州アトランタ・ＣａｒｔｏｏｎＮｅｔｗｏｒｋにて実施） 
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３ techtv （デジタル・ベーシック ケーブルテレビ・ネットワーク） 
会社概要 

１９９８年１１月設立 

マイクロソフト社の創始者としても知られるポール・アレン氏が所有する投資グループ Vulcan 傘下

のケーブルテレビ・ネットワーク。先端テクノロジーのドキュメンタリー番組などを、世界７０カ国に

配信する。米国内では４０００万世帯をカバー。 

昨年末より日本製アニメの深夜放送枠「アニメ解放区（anime unleashed）」をスタートさせた。 

 

 

 

インタビュー要旨 

「アニメ解放区（anime unleashed）」をスタートした理由は？ 

ＬＣ： 私たちは現在土曜、日曜を除いた毎日アニメを放送しています。わたしたちの視聴者はテク

ノロジーに興味のあるひとが多く、そういう人の中にはアニメの好きなひとが多いのです。そのひ

とたちは「オタク」という呼び名で知られています。 

その人たちが、この市場のハードコア層で、アメリカでアニメのDVDを収集のために買うマーケット

を代表していますね。 

普通のアメリカ人は「Anime（＝日本製アニメーションを指す英語化した言葉）」という言葉も知らな

いですし、ポケモンや遊戯王を見て、それが「Anime」だということも知りません。しかし、わたしたち

techtv を見ているひとたちは、アニメの好きな人が多いのでこの番組は「Anime」だとわかって見て

います。 

 

ひとくちに「Anime」と言ってもいろいろありますね？ 

ＬＣ： アニメはストーリーラインが素晴らしいと思います。凝った、精緻なつくりになっていますね。

SF を放送していますが、私たちの視聴者はより精緻で先端的な作品を楽しみたいと望んでいます。

SF でなくても「クール」で「スマート」で「ソフィスティケート」された作品であれば techtv は放送した

いと考えています。 

 

ローラ・シビエロさん（右） 

番組制作部・部長 

Ms. Laura Civiello 

Director of Program Development 

 

ガブリエル・デービスさん（左） 

ビジネス＆法務部・部長 

Ms. Gabrielle Davis 

Director of Business and Legal Affairs 
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共同製作などはお考えですか？ 

ＬＣ： アニメの共同製作はいまのところ考えていません。 

 

アニメ解放区の視聴者からの反応は 

ＬＣ： techtv で放送する視聴率的にもっとも高い番組の一部です。数字は申し上げられません。 

 

ＬＣ： 一般的に英語吹き替え（ダビング）の質が良くない。アニメが今後増えてくれば良くなると思

います。コメディセントラルのダビングは面白いですが、そういうダビングスタジオはまだアニメをや

らないのではないかと思いますね。 

 

ＬＣ： 私たちの視聴者はソフィスティケートされたひとたちで期待が高いのです。彼らはストーリー

のクオリティ、アートのクオリティを大切にしています。DVD を買うと英語字幕で楽しみます。だから

VHS で買うことは好みません。 

ただ、それにも関わらずテレビではダビングが必要です。テレビは他のことをしながら見るので、

字幕は好まれませんね。 

 

英語ダビングに関する視聴者の要望は？ 

ＬＣ： 日本ではプロフェッショナルなスタッフや声優で、質の高い音声が作られています。一方、ア

メリカで作られる英語ダビングは、異なったクオリティになっているということです。悪いと言うわけ

ではないですが、質のレベルが違うと思います。 

でもストーリーの質が高いので、みんな見ているうちにそれを忘れてしまいますね。 

とくに直接クレームがくることはありませんが、インターネットのファンサイトなどを読むと、ファンは

不満を持っていることが良くわかりますね。 

（私たちの視聴者は）コンピュータテクノロジーに精通している人が多いので。 

英語ダビング製作コストをコントロールするためと理解しますが、どのアニメでも同じ役者の顔ぶ

れが多いことが不満になっていますね。 

 

日本のアニメ専門チャンネルを作るというプランがあったと聞くが？ 

ＬＣ： そのプロジェクトは止まっています。経済的に新チャンネルをスタートさせることは大変難し

い時期であると言う判断があったということです。 

そのプロジェクトを検討している間に、アメリカでアニメファンという市場があることがわかったため、

techtv では昨年末から「アニメ解放区」を開始しました。 

 

「オタク」が techtv の「アニメ解放区」を見る、見た人たちが（インターネットなどで）話題を提供して、

ファンの数が増えていくのではないかと思っています。 

 



 57

アニメの市場の展望について 

ＬＣ： アメリカでソフィスティケートされたアニメファンは増えていくと思います。今後１年の間で随

分増えるでしょう。 

Cartoon Network の Adult Swim が素晴らしい働きをするでしょう。日本のアニメだけではなく、他の

大人向けアニメーションも放送していますが、同じことです。 

 

番組内容規制の考え方は？ 

ＧＤ： 私たちは「暴力」と「言葉」と「裸体」の３つで判断します。どういう番組が techtv から放送さ

れれば、視聴者に喜んで受け入れられるかということです。しかし、これは番組を放送するかどう

かを決定する要素の一部にすぎません。 

アメリカは子ども向け番組、たとえアニメであってさえ暴力的なものを見せると、将来「攻撃的な」

人間に成長するという大きな心配をもっています。ですから子ども向け番組には非常に規制が厳

しいわけです。しかし、これは子ども向け番組に関する話であり、わたしたち techtv は大人向け番

組を放送しますから、あまり関係はありません。 

 

公的機関による規則あるいは法令はありますか？ 

ＧＤ： 私たちベーシックケーブルの収入は、広告とケーブル視聴者からの視聴料金です。 

広告スポンサーやケーブルシステム会社は「暴力的」な表現のある番組を好みません。 

そのためにケーブル会社は独自の基準をもっています。公的な規制は存在しません。チャンネル

が独自に決めます。 

FCC は電波系の放送局を監督する組織なので、わたしたちケーブルチャンネルには権限が及び

ません。私たちは市場の原理で規制されます。例えばある地域が暴力的な番組を見たくないと言

えば、そこでは配信できないのです。決めるのはそれぞれのコミュニティなのです。 

 

DVD のレイティングに準拠するのか 

ＧＤ： 違います。テレビのレイティングシステムは MPA の映画レイティングとは異なっています。テ

レビ業界が自主的に定めたオフィシャルなレイティングシステムがあります。 

HBO のような映画専門プレミアムチャンネルは MPAの映画レイティングを使用していますね。これ

は、彼らが映画を編集しないで放送するからです。 

ただし、HBO オリジナル製作番組は、テレビのレイティングシステムを使っています。 

 

放送時間帯によって番組内容基準に違いはあるのか？ 

ＧＤ： 現在、私たちのスタンダード＆プラクティスを作成しているところです。 

まだ、出来ていませんが、内容は全体的な考え方だけで、具体的にどの時間帯にはどういう番組

といったことは書かれません。 

視聴年齢制限つき一般番組はケーブルオペレーターとの伝送契約（Affiliation agreement） 
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で夜１０時以降に放送することが定められています。 

 

ケーブルシステムオペレーターは独自の S&P を持っていると言うことか？ 

ＧＤ： ケーブルオペレーターや衛星プラットフォームプロバイダーが独自の S&P を持っているかは

知りません。彼らは、視聴者から悪い評価を受けたくないので、そういう番組に制限をつけている

と思います。あくまでも市場の規制です。評価の悪い番組を流すチャンネルは伝送契約を破棄し

たりするのです。 

 

ＬＣ： わたしたちは、作品のストーリーラインが大切だと考えています。ですから、あまり編集はし

たくありません。ただ、例えば「全裸」であるとか「子供に対する暴力」については、視聴者から非

常に悪い印象をもたれますから編集してカットする場合もあります。 

 

光の点滅効果に関して 

ＧＤ： 特に規制はないと思う。少なくとも聞いたことはありません。 

 

取材：２００３年３月１４日（カリフォルニア州サンフランシスコ・techtv にて実施） 
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４ ADV Films / The Anime Network（ビデオ・オン・デマンド）  
 

ジョン・レッドフォードさん 

高経営責任者・代表取締役 

Mr. John Ledford：President, CEO 

 

ケビン・コウコランさん 

高執行責任者・ 高財務責任者・ 高業務責任者 

Mr. Kevin G. Corcoran   Executive Vice President, COO, CFO 

 

会社概要 

１９９２年設立。日本のアニメ・ホームビデオの大手ディストリビューター。２００２年１２月からＭＳＯ

（マルチシステム・オペレーター）Ｃｏｍｃａｓｔのシステムを利用したビデオ・オンデマンドによる日本

のアニメ専門映像配信サービス「The Anime Network」をスタートした。 

 

インタビュー要旨 

アニメに関わる事業内容について 

ＪＬ： 日本のアニメーションに関する事業を行っています。 

ホームビデオでの販売、テレビなどへの販売、商品化です。それから出版もおこなっています。ア

ニメファンにはバイブルとも言える専門雑誌「ニュータイプ」の英語版を、世界の英語圏で出版・販

売する権利を角川書店が与えてくれましたので。発行部数は今月１０万部です。日本の約半分で

すね。 

多くの作品ではホームビデオとテレビ放送権を保有しています。劇場上映権や二次利用の権利を

保有する場合もあります。商品化などです。 

アメリカで４番目にスタートした会社ですが、われわれはもっともコンテンツを理解し、お客様を理

解していると思います。ですから２年間で第４位から第１位になりました。 

われわれは、アンカット（削除編集なし）、英語で提供します。 

我々は垂直統合型の企業です。我々はアニメのホームビデオ、テレビ放送、商品化をコントロー

ルしていますし、日本の制作会社とともに（世界で）巨大な市場を見つけ出すために働いているの

です。私たちは、東京に数百万ドルを投入したスタジオ設備をつくる予定です。 

 

The Anime Network の戦略 

ＪＬ： 基本的に、ここ何年にわたってアメリカにおけるアニメ市場は成長し続けています。 

理由のひとつは、バンダイ、パイオニア、ADV などの会社が多くのプロダクツを（アメリカ市場に）

毎年運び込み、あるいは運び出していくことで市場が伸びてきたと言えます。 

The Anime Network は全米規模で（視聴料）無料・広告放送のアニメの露出を通じて、アニメジャン
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ルに新しいお客さまを呼び込むことを目的にしています。 

現在はポケモンやデジモンのような子ども向けだけですが、わたしたちはアニメをアメリカ人市場

にむけてもっと露出を増やしていかなくてはならないと考えています。 

メジャーな放送メディアでは Cartoon Network だけが、わずかに数時間の放送枠をアニメにあてて

います。日本のトラディッショナルなアニメは１５歳以上に向けたターゲットですが、Cartoon 

Network はフリーTV で、そういうターゲット向けに相応しいビジネスモデルではありません。 

われわれのミッションは Cartoon Network の対極です。２４時間、１週/７日、リニアまたはノン・リニ

アでトラディッショナルなアニメをすべてのアメリカ人にむけて露出していくものです。そして市場を

拡大します。私たちの The Anime Network はデジタルケーブルを活用したノン・リニアつまりオン・

デマンドサービスです。現在はフィラデルフィアとニュージャージーでオン・ラインしています。 

次にボストンを予定しています。年内に１５都市でサービスをスタートして、今年の末までには１５０

０万世帯をカバーする予定です。 

米国には多くのケーブルシステム会社があり、私たちは Cox や TIME WARNER などとも交渉しまし

たが ATT Comcast 社が１５都市・１５００万世帯に同意をくれましたので、この会社と進めていると

ころです。４時間のデジタルフォーマット、ノンリニアサービスです。 

次の段階は２４時間放送、トラディッショナルな「テレビ東京」タイプ、「Cartoon Network」タイプのリ

ニアですが、これはより多くのコストと時間がかかるため、来年以降になるでしょう。 

The Anime Network はプロモーション目的です。ビデオ市場は天井にきています。この天井を突き

破るためには新しいお客さんにきていただくことが必要なのです。全米規模、２４時間のアニメ専

門チャンネルによる露出がなければ、天井が見えているのです。 

現在のノンリニア編成ではシリーズ作品の場合、毎月４エピソードあるいは５エピソードを配信しま

す。普通日本のテレビでも週に１回の放送とすれば１ヶ月で見られるのは４エピソードか５エピソー

ドですね。われわれのサービスでは同じだけのエピソードが、１ヶ月間いつでも見られるわけです。

全地区とも同じコンテンツを英語ダビング版で配信しています。 

 

配信をケーブル TV とした理由 

ＪＬ： われわれはインターネット経由での配信は考えていません。ブロードバンドもありません。

The Anime Network はケーブルシステム経由だけです。 

理由は以下の通りです。 

１． 現時点でブロードバンドは映像クオリティが悪いこと 

２． 海賊版のコピーが作れてしまうこと 

３． われわれが許諾されている地域以外からもアクセスできてしまう。 

 

The Anime Network の視聴方法 

ＪＬ： 視聴料金はローカルのケーブルシステム会社によって異なります。あるオペレーターは無料

ですし、別は有料です。ケーブルシステム会社は無料にもできますし、１ヶ月無料のうえで課金す
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ることもできます。 

 

ニュータイプＵＳＡ 

ＪＬ： プロモーション版は昨年７月、第１号は１０月でした。 初は３万部でしたが、１万部づつ増え

て、現在は１０万部です。英語圏に日本のアニメと日本の文化を紹介することではじめました。 

マーケットリポートでは販売ネットワークは店頭売りが多いです。ニュータイプもプロモーション目

的ですね。日本のマンガ、アニメ、文化です。 

主にメジャーなミュージックストアの「ミュージックランド」、書店の「バーンズ＆ノーブル」「ボーダ

ー」です。そこは書籍コーナーとミュージックコーナー（CD ショップ）が同じ店舗にあるのですが、こ

のミュージックストアのルートはアニメ DVD の流通経路として大きな成功を収めていますが、ここ

で「ニュータイプ」を売っています。 

こういうメジャーでトラディッショナルな大手書店チェーンそして全米で７０００店あるコミックショップ、

ビデオショップの「ブロックバスター」ですね。小売のトップシェアは「サンコース・ビデオ」が２０％で

トップです。第２位が「バーンズ＆ノーブル」第３位が「トランズワールド」チェーンです。 

 

英語字幕と英語ダビング 

ＪＬ： アニメマニアは英語字幕を好みますが、マスマーケットは英語ダビングが必要です。経費面

について言えば、我々の場合ここヒューストンとテキサス州オースティンに録音スタジオを持って

おり、英語ダビングの制作コストがセーブできます。 

 

アメリカにおける日本のアニメファンの規模 

ＪＬ： ハードなファンは２０万から３０万くらいではないでしょうか？ただ、このファンは２０％が SF フ

ァン、２０％がドラマファン、２０％がファンタジー、２０％が侍・マーシャルアーツ（これは香港マーシ

ャルアーツのファンと重なりますね）、残りの２０％がさらにハードなアダルトアニメや本格コメディ

に細分化されています。このすべてに到達することは本当に難しいことです。 

現在のアメリカの状況は１９９０年代の日本と同じです。リリースされるアニメの作品本数は増えて

いますが、買う人の数は変わっていません。 

ADV、The Anime Network、ニュータイプＵＳＡの考えはお客さんの数を増やすことです。 

そのために The Anime Network、ニュータイプＵＳＡでプッシュします。そしなければビジネスは潰

れてしまうでしょう。 

 

アメリカにおけるアニメ DVD の市場 

ＪＬ： DVD の小売りは９８％がストアーで売られています。オンラインショップは１－２％くらいです

ね。（私たちが売るような大人向けのアニメでは）小売は「ベストバイ」（家電量販店）が一番です。

アニメ全体で言えば「ウォルマート」です。ただし、「ウォルマート」は「ポケモン」「デジモン」「ドラゴ

ンボール Z」「ハロー！キティ」など、ほぼ子ども向けだけです。アニメ DVD の 大シェアは「ウォル
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マート」ですが、彼らが扱うのは僅かな作品タイトルだけです。子ども向けと、ソフトな SF が少し。

「血が出ない」「首がとばない」もので、大変保守的です。 

われわれは「ベストバイ」が第１位、「ミュージックランド」が第２位です。 

残念ながら「ウォルマート」のような流通経路でアニメ DVD を売るのは、非常に難しいことです。も

し、あなたが「ウォルマート」に行って「DVD を２０万本売りたい」と言います。彼らは「ノー。８０万納

品してください。」と言うでしょう。そして、それが売れなかったときには１００％返品です。これは非

常に危険ですね。 

ＫＣ： アニメはまだ小さな市場です。ただ僅かなタイトルすなわち「ポケモン」や「ハロー！キティ」

だけがマスマーケットを狙った突破口をつくることができています。 

ほとんどのアニメはそうなっていません。だから「ウォルマート」のようなメジャーとの取引は注意が

必要です。もし仮に「ウォルマート」が「エヴァンゲリオンやノワールにトライしてみたいから売らせ

てくれ」と言ってきても、私たちはノーと答えるでしょう。何故ならば彼らは、非常に大きな数量を注

文し、売れなければ全部返品なのですから。 

しかし、５年後にはニュータイプや The Anime Network が市場を変化させ「ノワール」はマスになっ

ているでしょう。私たちはアメリカの大衆の考え方を変化させようとしているのです。 

平均的なファンは DVD を月に３枚から５枚買うというデータがあります。希望小売価格は平均＄２

９．９８。ディスカウントがあるので、店頭小売価格はだいたい＄２０から＄２５くらいですね。 

 

カスタマーのデモグラフィックについて 

ＪＬ： ニュータイプは３つのステージをもっています。 初のステージはアニメ＆マンガファン、 

次のステージは大きな公共の場所、例えば空港のキオスクやグロッサリーストアーなどで新しい

お客さんにピックアップしてもらう、これは市ごとに、あるいは州ごとにテストしていて、よく売れると

ころをプッシュします。デモグラフィックは１２歳以上で、男性７０％・女性３０％です。 

ADV ホームビデオは、全体的に１５歳以上で The Anime Network も同じです。 

トータルでみても男子です。一般的に日本のアニメは「銃器」「血」「ロボット」「侍」が出てきます。女

性は好みません。一方で「ポケモン」「セーラームーン」「聖闘士聖矢」はソフトで少女タイプです。 

 

VOD におけるスタンダード＆プラクティスに関して 

ＪＬ： 一般的にアメリカの放送規則はフリーTV のためのものです。われわれはデジタルケーブル

ですから、それに比べれば緩和されたものです。 

The Anime Network について申し上げれば、われわれはアンカット（無編集）ですので、個別にケ

ーブルシステム会社が見てもらい、VOD でサービスすることが OK か NG を決めて貰っています。

ケーブルシステム会社ごとにスタンダードをもっているわけです。 

 

ＪＬ： われわれは自主的なレイティングをもっています。そのレイティングに合わせて「１８歳以上

むけ」、「１０歳から１６歳までむけ」というような評価をしています。 
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「暴力」「血」「言葉」などについて HBO や Show Time、Encore のような大きなケーブルネットワーク

がもっているような自主レイティングです。 

 

ＪＬ： われわれはこの自主的レイティングをケーブルシステム会社に提供しています。 

われわれには長いホームビデオ市場での経験があり、これに基づいたレイティングを使っていま

すが、とくに問題はありません。 

 

ＪＬ： われわれは２０人からなる「レイティング委員会」を社内にもっています。保守的な人や先進

的なひと、宗教的なバランスも考えた人員構成です。この「委員会」で作品を審査しレイティングを

決めています。 

 

取材：２００３年４月７日（テキサス州ヒューストン・AD-Vision にて実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




