
 
 

 

 

調査報告書 

米国アニメ市場の実態と展望 

2006 年 3 月 

 

 

 

 

 

 

日本貿易振興機構  

市場開拓部 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本報告書に関する問い合わせ先： 

 日本貿易振興機構（ジェトロ） 

 市場開拓部輸出促進課 

 

〒107-6006   

東京都港区赤坂 1丁目 12 番 32 号 

 TEL：03-3582-5313 

 FAX：03-5572-7044 

 

 

報告書内で引用しました記事、インタビュー、各種統計データの他の出版物などへの無断転用は

著作権上の都合にてお控え下さいますようお願い致します。 

 

【免責条項】 

ジェトロは、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随

的、あるいは懲罰的損害および利益の喪失については、それが契約、不法行為、無過失責

任、あるいはその他の原因に基づき生じたか否かにかかわらず、一切の責任を負いません。

これは、たとえ、ジェトロがかかる損害の可能性を知らされていても同様とします。 

 

  



アンケート返送先 FAX 03-5572-7044   日本貿易振興機構 市場開拓部 輸出促進課宛 

（平成 18 年 7 月現在） 

● ジェトロ海外マーケティング調査報告書のご利用アンケート ● 
～「米国アニメ市場の実態と展望」～ 

 

本レポートをご利用頂き、誠にありがとうございました。 

ジェトロの今後のサービス向上に向けて、皆様のご意見を伺いたく存じますので、アンケートにご記入下さい

ますようご協力お願い申し上げます。 

 

■ 質問１： 本報告書は、米国アニメ市場の実態と展望を探ることを目的に作成いたしましたが、どの程度満

足されましたか？（○をひとつ） 

 

 

■ 質問２： 上記のように判断された理由、またその他本報告書に関するご感想をご記入下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４：満足    ３：まあ満足    ２：やや不満    １：不満 

 

■ 質問３：その他、ジェトロへの今後のご希望等がございましたら、ご記入願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お名前
ふ り が な

 会社・団体名
 

部署  役職  

住所  

TEL  FAX  

e-mail  http:// 

★今後、お客様のご関心のあると思われるジェトロおよび関係機関の各種事業、各種アンケート調査等のご案

内の可否につき、該当欄に✔をご記入願います 

＜ 送付可         送付不可   ＞   
 

★ ご記入頂いたお客様の情報は適切に管理し、ジェトロの事業評価及び業務改善、事業フォローアップ 

のために利用します。 

お客様の個人情報保護管理者：市場開拓部 輸出促進課長 TEL:03-3582-5313 

 

★ ご協力ありがとうございました。 

日本貿易振興機構 市場開拓部 輸出促進課 

〒107-6006 東京都港区赤坂 1－12－32 

E メール： Fba@jetro.go.jp      

 



目次 

はじめに............................................................................................................................................................................... 5 

要 旨.................................................................................................................................................................................... 6 

１．米国................................................................................................................................................................................. 8 

マクロ統計で比較する日本と米国の市場規模................................................................................................ 8 

米国における日本製アニメの市場構成 ...........................................................................................................10 

米国のアニメ・コンベンション ................................................................................................................................12 

米国人のメディアに対する消費時間 .................................................................................................................13 

２．テレビ............................................................................................................................................................................14 

米国視聴者の視聴方法..........................................................................................................................................14 

米国テレビ産業を取り巻く変化............................................................................................................................15 

地上波放送のデジタル化.......................................................................................................................................15 

通信事業者の放送事業参入................................................................................................................................15 

米国のテレビとアニメ...............................................................................................................................................16 

日本製アニメを放送する主な米国ネットワークテレビ局............................................................................18 

日本製アニメの専門チャンネル...........................................................................................................................23 

３．映画...............................................................................................................................................................................26 

日本映画の米国配給...............................................................................................................................................26 

４．ホームビデオ.............................................................................................................................................................31 

米国ホームビデオ市場の動向.............................................................................................................................31 

日本製アニメホームビデオ市場の動向............................................................................................................33 

５．キャラクター商品......................................................................................................................................................36 

米国のキャラクター商品市場 ...............................................................................................................................36 

日本製キャラクター商品の売上げ動向............................................................................................................39 

６．放送倫理と格付け（レイティング）......................................................................................................................40 

子ども向けテレビ番組 .............................................................................................................................................40 

子ども向け番組の広告に関わるもの................................................................................................................40 

番組内容に関わるもの............................................................................................................................................40 

教育的番組の編成義務..........................................................................................................................................42 

テレビ番組レイティング （tvguideline.org）.......................................................................................................43 

米国のＴＶガイドラインに関する質問集 （www.tvguideline.org）.............................................................45 

映画レイティング........................................................................................................................................................48 

７．業界関係者インタビュー Kids WB! ..................................................................................................................49 

８．業界関係者インタビュー........................................................................................................................................51 

９．業界関係者インタビュー........................................................................................................................................54 

 

 



はじめに 

 
「米国アニメ市場の実態と展望」の調査は、日本貿易振興機構（ジェトロ）の委託で Wowmax 

Media, LLC社により実施された。本調査報告書は、ジェトロが2003年 3月に実施した「米国アニメ

市場の実態と展望」以降の、米国における日本製アニメ市場の動向を理解し、メディアの動きを捉

えつつ、新しいコンテンツビジネスモデルを探ることを目的として調査・作成したものである。  

 

本報告書の構成は以下の通りである。 

第 1 章では、米国市場の基礎情報と日本製アニメの市場構成について記述した。日米の人口

構成とエンタテインメント産業の売上げの比較、日本製アニメ市場の推移などについて掲載した。 

第 2 章から第 5 章までは、各分野（テレビ、映画、ホームビデオ、キャラクター商品）における米

国市場の実態と日本製アニメの動向について記述した。 

第 6章では放送論理と格付け(レイティング)、第7章から第9章までは業界関係者へのインタビ

ューを掲載した。 

 

なお、データ入手経路、収集、及びそれらの扱いに関する事項は以下の通りである。 

１． データ／情報ソースの入手経路 

・ インターネットなどで無償公開されているもの  

・ 出版物掲載あるいは有償で調査会社より得たもの  

・ 関係者へのプライマリインタビューで得たもの 

２． データの収集、及び扱いに関する事項 

・ ビデオはNielsen Videoscanを使用したが、米国の大手流通Wal★Martは販売データを提

供していないため、反映されていない。 

・ テレビ視聴率は、Nielsenのテレビ視聴率月報から全米の月間平均を使用した。 

・ 調査の正確さを期すため複数のデータソースを使用した際に、それぞれのデータが異な

っていた場合もあった。この場合は併記するか米国のアニメ関連会社が一般的に使用し

ているソースをピックアップするようにした。 

・ 2004 年の数字は１㌦＝107 円で換算した。 

 

本調査が、日本のアニメーションを海外に展開するビジネスに僅かでも貢献できるのであれば

誠に幸甚である。 

 

日本貿易振興機構（ジェトロ） 

市場開拓部 輸出促進課 
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要 旨 

 

米国は、日本の人口と比べ約 2.19 倍の市場規模である。日本製アニメの米国市場は、二つのセ

グメントに分けられ、総人口に占める5歳から14歳（こども市場）は米国14.6%に対して日本は9.3%、

15 歳から 34 歳（アニメファン市場）は米国 28.1%に対して日本は 25.3%となっている。また米国は、

巨大なエンタテインメント消費国でもある。エンタテインメント産業やキャラクタービジネス関連（玩

具等）産業の年間売上げを比較してみても、米国の映画興行収入は日本の 4.84 倍、ホームビデ

オ売上げは 4.58 倍、音楽ソフトの売上げは 3.26 倍となっている。 

 

日本のテレビアニメが初めて全米放映された1960年代以降、徐々にアニメ番組数が増えている。

特に 2000 年から 2005 年の間には 121 作品がテレビ放送された。1998 年の「ポケモン」の全米放

送は、その後の米国におけるキャラクター市場を大きく変えた。また日本製アニメの人気が高まる

中、米国各地ではアニメファンが集うイベントが 113件（2005 年）開催されて、参加者は延べ 23万

8300 人と過去 3年間で 2倍以上増えている。 

 

近年、米国ではエンタテインメント業界やメディア業界に変化が起きつつある。大きな動きとして、

2009 年 2 月 18 日以降の地上波放送の完全デジタル化と、通信事業者の放送事業参入である。 

また過去25年間、常に拡大してきた米国のホームビデオ市場においては、VHS市場とレンタル市

場は縮小傾向にあり、DVD は小売価格が下がり続けており、ホームビデオ市場でのヒットの不作

という問題もある。 

 

米国における日本製アニメの市場規模は、ホームビデオ販売数、各社年次報告書、劇場映画の

興行成績などを基に推定算出している。アニメ関連市場は次のように構成されている。 

・ 日本のキャラクターをライセンスした商品の総売上額（推定） 

・ 日本製アニメのホームビデオ（DVD、VHS）売上げ（推定） 

・ 日本製アニメ映画の劇場興行収入 

 

ジェトロが 2003 年に実施した米国における日本製アニメ市場調査では、市場規模は小売換算で

推定 43 億 5911 万ドル（2002 年）であった。しかしながら、今回の調査で 2004 年の日本製アニメ

市場は推定 33 億 1000 万ドルと縮小していることが判明した。 

 

日本製アニメ市場が縮小した主な理由は、キャラクター商品の売上げ減とホームビデオが安定期

に入り、2000 年以降右肩上がりだった DVDの売上げが横ばいになったことがあげられる。 
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米国における各分野での日本製アニメ市場の動向は次の通りである。 

 

＜テレビ＞ 

・ ケーブルテレビの誕生や新しい地上波ネットワークテレビの設立により、米国で放送される日

本製アニメのタイトル数は 2000 年以降飛躍的に増加した。 

・ 米国アニマックス(Animax USA)、ファニメーション・チャンネル（Funimation Channel）、携帯端

末向け放送サービスは、日本製アニメの専門チャンネルを設立するというプロジェクトが進ん

でいる。 

 

＜映画＞ 

・ 2006 年 3 月 5 日のアカデミー賞発表に、長編アニメ映画賞に宮崎駿監督作品「ハウルの動く

城」が再びノミネートされ、受賞は逃したものの“宮崎アニメ”に対する米国映画界の高い評価

が改めて実感された。 

・ 近年は、ハリウッド映画（実写版）を製作するためのリメイク権の引合いが多くなっている。 

 

＜ホームビデオ＞ 

・ 2005 年 5 月、米国の大手流通量販店ターゲットが一部のヒット作品を除いて段階的に日本製

アニメ DVDの販売を打ち切るというニュースが流れた。 

・ 日本製アニメの英語版 DVD は 1 枚 30 ドル前後。年間の販売枚数は 2000 年から 2003 年の

4年間で6.14倍に急増し、その後は安定傾向に入ったため、その枚数はほぼ横ばいで推移し

ている。但し、DVD のタイトル数は年々増えており、2005 年末時点で 4080 タイトル。 

 

＜キャラクター商品＞ 

・ 日本製キャラクター商品の市場規模は小売ベースで推定29億 4000万ドル（2004年）であり、

その米国全体に占めるシェアは 6.8%程度と推定。但し、2003年の年間売上げから大幅に減っ

ている。 

 

米国における子供向け番組に関わる規制は厳しい。子供向け番組に関する基準や留意点は放

送番組内容、広告、教育的番組の編成義務に分けられる。これらの基準は地上波テレビとケーブ

ルテレビ・ネットワークでは異なり、さらに同じ地上波同士でも局によっても異なる。 

 

これまで述べてきたことや業界関係者インタビューを考慮すると、今後は新しいメディアの誕生

が新しいコンテンツビジネスモデルを生む可能性が十分あると考えられる。従来のテレビ放送

に加え、携帯電話での動画配信や、iPodやPSPなどのモバイル端末やインターネットが徐々に

プロモーションツールに加わっていき、さらに日米のコラボレーションも視野に入ることが、米国

における日本アニメ市場の拡大につながるのではないだろうかと考えられる。 

 7



１．米国 

マクロ統計で比較する日本と米国の市場規模 

2000 年に行われた米国国勢調査（Census2000）によれば米国の総人口は約 2 億 8000 万。

2005 年 10 月現在の日本の総人口約１億 2800 万人と比べて人口比で約 2.19 倍の市場規模

である。平均年齢は35.3歳で高齢化社会が進行する日本の41.4歳より 6.1歳若く、総人口に

占める 5 歳から 14 歳の比率は米国 14.6％に対して日本は 9.3％、15 歳から 34 歳の比率は

米国 28.1％に対して日本は 25.3％となっている。 

 

[図表１－１] 
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エンタテインメントやキャラクタービジネスに関連する産業の年間売上げを比較してみると米

国の映画興行収入は日本の 4.84 倍、ホームビデオ売上げは 4.58 倍、音楽ソフトの売上げは

3.26 倍で、米国が巨大なエンタテインメント消費国である事がわかる。 

 

[図表１－２] 
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米国における日本製アニメの市場構成 
JETRO は 2003 年に日本製アニメの米国市場調査を実施した。（以下前回調査） 

調査の目的はホームビデオ販売数、各社年次報告書、劇場映画の興行成績などを基に米国

に於ける日本製アニメ市場規模を推定算出するというものである。調査の結果 2002 年の米

国における日本製アニメ市場は小売換算で推定 43 億 5911 万㌦（2002 年）であることがわか

った。同じ手法で実施した今回の調査で 2004 年の日本製アニメ市場は推定 33 億 1000 万㌦

であった。市場が縮小した主な理由はキャラクター商品の売上げ減とホームビデオが安定期

に入り、2000 年以降右肩上がりだった DVD の売上げが横ばいなった事があげられる。 

 

[図表１－３] 

米国のアニメ関連市場構成（2004 年） 
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[図表 １－４] 
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米国のアニメ・コンベンション 
米国には数多くの日本製アニメファンが居る。2005 年 7月 1日から 3日間、米国カリフォルニ

ア州アナハイム・コンベンションセンターで全米最大規模の日本製アニメファンのイベント“ア

ニメエキスポ 2005”が開催され全米から 3万 3 千人のファンが集まった。 

主催者によれば参加者数は前年比で32%アップし、出展ブース数も58ブースから85ブースと

大幅に増えたという。会場でのアニメ関連商品の売上げも好調だったようだ。 

2005年に開催された日本製アニメイベントのうち開催が確認できたものは113件。このうち参

加者数が 1万人を超えるイベントが 5 件、参加者の合計は 23 万 8300 人である。 

前回調査では参加者数合計が 10 万 1400 人であり、2 倍以上増えたことがわかった。 

 

[図表１－５] 
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米国人のメディアに対する消費時間 
2004 年に米国映画製作者連盟(Motion Pictures Association)が、投資会社 Veronis Suhler 

Stevensonと共同で行った調査によれば、米国人がメディアに消費する時間は年間3755時間

で、2000 年から４年間で 7.8％増えた。 

メディア別で見みると以下の通りである。 

2000年には866時間が消費されていた地上波テレビ放送(Broadcast TV)が 782時間と 8.4％

少なくなったのに対して、769 時間だったケーブルテレビと衛星テレビ(Cable & Satellite TV)が

1010 時間と 31.3％増え、利用者（＝視聴者）の消費時間が逆転している事が明らかになった。

ホームビデオの視聴時間も 51 時間から 52.9％増えて 78 時間になっている。 

VOD（Video On Demand）方式の映像配信サービスは年間で 3 時間と、まだ映画２本分程度

の時間消費だが 2000 年に比べると 50％増えており、高い増加率になっている。 

視聴形態にも変化が見られる。ケーブルテレビと衛星テレビによる視聴が増えた事を反映し

て、利用者が直接対価を支払う有料サービスに費やす時間が 1367 時間から 1651 時間に増

えた一方で、広告付きの無料サービスに費やす時間は2124時間から2104時間と僅かながら

減っている。 

一人がメディアに対して 1 年間に支出する金額では、第 1 位がケーブルシステム会社に支払

うベーシック料金を含んだ有料サービスや衛星テレビなどテレビメディア視聴への支出で 248

㌦ 2 ㌣、第 2 位はホームビデオの 172 ㌦ 4 ㌣。第 3 位はインターネット接続の 107 ㌦ 2 ㌣、

これは Video On Demand 等の利用料金は含まない金額である。 

日刊新聞、雑誌、書籍に費やす金額の合計は 189 ㌦ 36 ㌣、一方で映像メディア、デジタルメ

ディアに費やす金額の合計651㌦83㌣と、映像メディアが最終利用者の支出金額面でも紙メ

ディアを圧倒している実態が浮かび上がっている。 

 

[図表１－６] 
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２．テレビ 

米国視聴者の視聴方法 
調査会社ニールセンの資料によると、米国のテレビ視聴世帯は1億960万世帯（2005年）で、

このうち 67.5％にあたる 7390 万世帯がそれぞれの地区のケーブルテレビシステム会社と契

約を結んでベーシックケーブルを視聴している。各契約者が支払う利用料金の平均は月額

45 ㌦ 32 ㌣である。米国のケーブルテレビシステムは、もともと山間部の難視聴対策としてス

タートしたが、現在では“トリプル・プレイ”と呼ばれる、ケーブルテレビの回線を活用した「テレ

ビ放送の配信」「ブロードバンド接続」「電話サービス」のメディアインフラとして各家庭に浸透

している。地域のケーブルテレビシステム会社を統括運営する企業がマルチ･システム・オペ

レーター（MSO）と呼ばれ、最大手のコムキャスト・コーポレーション（Comcast Corporation）は

2004 年にディズニーの買収に名乗りをあげた事でも有名な会社で、ディズニーの買収にこそ

失敗したが、その後もソニー・ピクチャーズのMGM買収に資金提供をするなど米国のメディア

やエンタテインメント業界で大きな影響力を揮っている。 

 

[図表 ２－１] 
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テレビ視聴世帯の 32％にあたる 3510 万世帯が有料チャンネル（プレミアムチャンネル）を契約

している。PPV（Pay-Per-View）サービスの課金管理を目的として使用されているセット・トップ

ボックスを保有しているのは3680万世帯で、利用者が映画などを個別に注文し、一時停止や

先送り、巻き戻しが可能な VOD（Video-On-Demand）サービスの利用世帯は 1690 万世帯に

なった。米調査会社 Adams Media の調査では米国の VOD平均利用料金は１利用あたり３㌦

87 ㌣である。また通信衛星を使用した衛星放送の直接受信契約者数は 2220 万世帯で地上

波放送の直接受信は 1786 万世帯である。 

 

米国テレビ産業を取り巻く変化 
米国のテレビ業界を取り巻く今後の大きな動きとして、地上波放送のデジタル化と通信事業

者の放送事業参入をあげておきたい。新しいメディアの誕生が新しいコンテンツビジネスのモ

デルを生む。米国では今、百年に一度のメディア構造再編が起きつつあると言えるのではな

いだろうか。 

 

地上波放送のデジタル化 
米連邦通信委員会（FCC）の発表によれば 2003 年 3 月現在、1000 局以上のローカルテレビ

局がデジタル TV 信号を送信し、主要都市部を含む主な地域で最低１チャンネル以上のデジ

タルテレビ放送が実施されている。FCC の方針は、完全なデジタル放送へ移行する目標予定

を 2006 年 12 月 31 日と定めつつも、同時に全米 85％の世帯でデジタル TV番組が視聴でき

るまで延期されることもあり得るとされていた。 

そして、2006 年 2 月 1 日、米国連邦議会は完全なデジタル放送への移行期限を 2009 年 2

月 17 日と定めた法を通過させた。これにより、多くのテレビ局が実施しているアナログとデジ

タルの並行放送は2009年 2月 17日までとなり、その日以降はアナログ放送が完全終了して

デジタル放送のみとなることが決定した。アナログ放送に使用されている電波帯域は他の使

用に提供するため連邦政府に一旦戻された後、希望する企業や事業団体に競売される事と

なっているが、用途は主に次世代移動体通信と言われている。 

 

通信事業者の放送事業参入 
前述したケーブルシステム会社による“トリプル・プレイ”に対して、通信事業者も電話やイン

ターネット接続サービスにテレビ放送配信サービスを加えたセットを提供し始めている。大手

通信会社のベライゾン・コミュニケーションが衛星放送大手のディレクＴＶと提携したサービス

を開始しており、SBC コミュニケーションズもディッシュ･ネットワークと組んだサービスを提供

している。従来の銅線ではブロードバンド・インターネット接続は可能でもマルチチャンネル放

送を行うことは難しく、そこで独自に光ファイバー網を敷設する動きも活発化している。2005年

9 月、ベライゾン･コミュニケーションはテキサス州で“Fios TV”というマルチチャンネル放送サ

ービスを開始した。 
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米国のテレビとアニメ 
１９６４年に、日本で始めて製作された連続テレビアニメ「鉄腕アトム」が「Astro Boy」として

NBC で放送されてから３９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。ケーブルテレビ誕生や旧三大ネットワーク以外の新しい地上波ネットワークテレビの設

立など米国メディア産業の大きな変化がきっかけとなり、米国で放送される日本製アニメのタ

イトル数は 2000 年以降飛躍的に増加した。 

 

[図表２－２] 

 

2006 年３月現在、abc ネットワークで放送中のパワレンジャー（Power Rangers）を含んだ日本

製アニメを放送している全米ネットワーク放送は地上波ネットワーク２系列、ベーシックケーブ

ルテレビ局３局、プレミアム（有料）チャンネル 5 局および外国語放送１局である。 

2002 年３月の前回調査と比較すると地上波ネットワークが 2 系列減、番組の数も 8 シリーズ

から 5シリーズとなった。ネットワーク別に見ると、FOXネットワークの4Kids TV（毎週土曜）が

４番組から２番組に減り、その分米国製のアニメーション番組の編成が増えている。前回は１

シリーズ放送していた UPNは、この調査時点で日本製アニメを放送していない。 

ベーシックケーブルテレビ局は４局で前回調査と変わらないが、「アニマトリックス」を放送した

TNT（Turner Network Television）が含まれているため、レギュラーで日本製アニメのテレビ番

組を放送している局数は 1 局減った事になる。ただし番組数は前回より 4 シリーズ増えて 21

シリーズになった。局別に見るとカトゥーン・ネットワーク（Cartoon Network）が 4 シリーズ増え

て16シリーズを放映中で、調査時点では最も多く日本製アニメを放送している全米ネットワー

クテレビとなっている。techtv は米国最大手のケーブルシステム統括運営会社（MSO）コムキ

ャスト（Comcast）に買収され、現在の局名はジー・フォー（G4）であるが、1シリーズ増えて2シ

リーズを放送している。ABC ファミリー（abcfamily）は３シリーズから２シリーズに減った。 
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[図表 ２－３] 
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日本製アニメを放送する主な米国ネットワークテレビ局 
 

Kids WB! 

2006 年 1 月、地上波ネットワークのワーナー・テレビジョン（WB）と UPN は、新しく CW TV 

Network として合併すると発表した。両ネットワークともに商品化ビジネスと連動したポップカ

ルチャー系の番組編成が特色となっている。新ネットワークはタイム・ワーナーと CBS が 50：

50 でパートナーシップを組む。CW TV Network はニューヨークやロサンゼルス、シカゴなど全

米 16 の主要テレビ局と系列協定を結ぶ計画だが、これに UPN が所有する CBS 系列の 12

局を加えて全米の 95％以上をカバーするネットワークとして 2006 年 9 月にスタートする予定

である。2006年3月現在、「ビューティフル・ジョー」や「ポケモン」を放送しているKids WB!は合

併後も Kids WB!のまま存続する。（インタビュー参照） 

 

 

［図表 ２－４］ 
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４Kids TV 

ニューヨークに本社を持つライセンス会社 4 キッズ・エンタテインメント（４Kids Entertainment）

が FOXネットワークより毎週土曜日の朝4時間の放送枠を買い切り 2002年にスタートした番

組でスタート時は“FOX BOX”というタイトルだったが、2005 年に”４Kids TV“に変更された。 

４キッズ･エンタテインメントのアニュアルリポートによると同社が FOX に支払う放送料金

（Broadcast Fee）は年間 2531 万 2000 ドルである。 

2005 年 8 月に発表された 4 キッズの 2005 年第 2 四半期決算は前年同期に比べて、売上高

で約 14％、経常利益は約 68％に近い大幅減収となった。 

CEO のアル・カーン氏はその原因として、ホームビデオや海外向けの放映権販売の不振をあ

げ、特に「遊戯王」や「星のカービィ」の人気に陰りが見え始めたのが大きかったとしている。

今後は「遊戯王」の新シリーズ「Yu-Gi-Oh! GX」や、同社にとって新ジャンルの少女アニメ「お

ジャ魔女どれみ」(Magical Doremi)、そしてＧＯＮＺＯ製作による「Ｇ．Ｉ．ジョー」などの新ライン

ナップで新たな収益増を見込むとしている。 

 

[図表 ２－５] 
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Cartoon Network 

1992 年に放送を開始したアニメーション専門のケーブルテレビ局（Cable Network）で視聴可

能世帯は全米 8850 万世帯。 

編成は子供6歳～11歳をターゲットにした“ミグジ Miguzi”ブロック（月曜～日曜 5pm ‒ 7pm）、

“トゥーンナミ Toonami” ブロック（土曜 7pm－11pm）。18 歳以上をターゲットにした深夜ブ

ロック “アダルトスイム Adult Swim”で構成されている。 

“アダルトスイム”は日本製アニメも多く放送されていて 2005 年 4 月期（3/28 から 4/24）に、

大人 18歳～34歳と 18 歳～24歳、男性 18歳～34歳と 18 歳～24歳の 4グループで広告放

送のケーブルテレビ局としては史上最高の視聴率を獲得した。 

また同社は Production I.G.と提携した「IGPX」などオリジナルアニメーション番組の企画開発

や製作にも力を入れており、同社広報資料(International Fact Sheet）によると 2006 年から

2010 年にかけて 5億ドル以上の製作費を投入する事を計画している。 

 

[図表 ２－６]                     [図表 ２－７]  
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G4 

米国最大手のケーブルシステム統括運営会社（MSO）コムキャスト（Comcast）が所有するゲ

ーム専門チャンネルで 2003 年にマイクロソフト社の共同創業者ポール・アレンが所有するメ

ディア投資会社バルカン（Valcan）傘下のデジタルケーブルテレビ局のテック TV（techtv）を吸

収合併してアニメが編成ラインナップに加わった。視聴可能世帯は5300万世帯で、男性18～

34歳をターゲットにゲーム、スポーツ、先端テクノロジー、アニメーション等の番組をラインナッ

プしている。 

 

[図表 ２－８] 
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abc family 

旧Fox Family Channel。コンセプトは「現代の家族＝ファミリーのためのチャンネル」 映画やド

ラマ、コメディなどがラインナップされている。 

視聴可能世帯は 8830 万世帯。 

 

[図表 ２－９] 
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日本製アニメの専門チャンネル 
ここでは、本稿執筆時点（2006年 3月）では、まだ放送/サービスを開始していないが、すでに

報道されている“日本製アニメの専門チャンネル”を纏めて記載する。米国に日本製アニメの

専門チャンネルを設立するというプロジェクトは、さまざまな企業や個人によって検討されてい

るが、ここではメディア等で情報が露出されたものを中心にご紹介する。 

 

〔米国アニマックス（Animax USA）〕 

2004年9月、ロンドンのファイナンシャルタイムズ誌他のメディアがハリウッドメジャースタジオ

のソニー・ピクチャーズ・テレビジョン（Sony Pictures Television）と米国最大手のケーブルシス

テム統括運営会社（MSO）コムキャスト（Comcast）が米国で最低３つのケーブルチャンネルを

立ち上げる事業の提携に合意したと報じた。この記事の中でアジアやラテンアメリカですでに

事業を確立しているＡｎｉｍａｘ、ＡＸＮ、Sony Entertainment TVが設立されComcastにより配信

されることになるとされている。 

 

〔ファニメーション・チャンネル （Funimation Channel）〕 

2005 年 9月、米国のアニメ配給会社ファニメーション・プロダクション（Funimation Production） 

は２４時間放送のアニメ専門のデジタルチャンネル「FUNimation Channel」を設立すると発表

した。同社は米国でも人気の高い「ドラゴンボールＺ」「『幽遊白書』「フルーツバスケット」「鋼

の錬金術師」などの人気タイトルの米国における販売権を持っている。アニメ配給会社 AD 

Vision が運営する「The Anime Network」が Video On Demand 方式なのに対し、「FUNimation 

Channel」はケーブルテレビのベーシック・パッケージに組み込まれる予定であり、適正な値段

で楽しむことができる。ファニメーションは現在、番組配信会社 OlympuSAT と設立の準備をし

ている段階である。 

 

〔携帯端末向け放送サービス〕 

2006 年 4月、NTT DoCoMo USAは米国の携帯端末を経由したアニメ専門のモバイル放送サ

ービスをスタートするとしている。（次頁インタビュー参照） 
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〔インタビュー〕 

 

 

 

 

 

 

NTT Do Co Mo USA, Inc. 

シニア･バイス・プレジデント 

大野 弘司さん 

 

質問） 米国で、最も興味をもたれているモバイルサービスとはどんなものですか？ 

大野） 米国の携帯端末放送向けのアニメ専門チャンネルです。 

携帯端末のＭＣＯ（マルチ･チャンネル･オペレーター）ＭｏｂｉＴＶの中のチャンネルや、Media 

Flo、Medeo などのサービスを利用して、アニメ専用のチャンネルを運営することは、大変興味

深いビジネスだと思います。 

 

質問） MobiTV とは？ 

大野） 携帯電話端末を経由した放送サービスを提供している会社です。携帯電話端末で見

るテレビ放送ですね。iPod のようなダウンロードモデルはたくさんあります。また動画配信とい

う意味ではすべての携帯電話会社がすでにサービスを行っています。ただし、ユーザーがタ

イトルを選んでその時に見たいものを見るという「放送」ができるというものは、現状の携帯電

話コンテンツサービスはＭｏｂｉＴＶだけだと思います。 

 

質問） 動画配信と MobiTV サービスの一番の違いは何ですか？ 

大野） MobiTV の場合はスイッチを入れればずっと流れています。つまり“プッシュ・メディア”

です。でも今実際に行われているサービスの多くはコンテンツを探してダウンロードする必要

がありますね。つまり“プル・メディア”です。ここが一番の違いですね。テレビは“プッシュ･メデ

ィア”の代表です。ユーザーはただ見ているだけで、情報はメディアの側からどんどんと送ら

れてきます。それに対して DVD や今の携帯のコンテンツ流通は、ユーザーが志向性をもって

情報を獲得しに行くプル型のサービスですね。 

 

質問） MobiTV はどのような方式でコンテンツを配信するのですか？ 

大野） コンテンツはストリーミング方式で配信されています。ＭｏｂｉＴＶ社は、もともとデータ圧

縮技術の会社で、データ圧縮の技術の使用方法として MobiTV サービスを始めたのです。デ

ータの重さに関しては、その時流しているデータを見て画面を調整するしくみになっています。

紙芝居になったり動画になったりと、回線を見て調整できる。 
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ただ音声は途切れないようになっています。 

 

質問） MobiTV の視聴者数はどのくらいですか？ 

大野） 現在のサブスクライバー数は 50 万人以上と言われています。 

 

質問） では、なぜ携帯端末上の“アニメ専門チャンネル”を目指すのですか？ 

大野） 世界に通用する日本のコンテンツはアニメだと思ったからです。音楽とかはローカライ

ズ含めて世界にフィットしない。動画コンテンツでも、ドラマは通用しにくいだろうし、やはりア

ニメだと思いました。 

 

質問） どのような収入モデルをお考えですか？ 

大野） テレビとは広告収入のモデルなので、これも基本的には広告収入モデルです。ただ、

CATV のようにチャンネルそのものの課金収入というものも考えています。 

 

質問） どんな番組放送が想定されますか？ 

大野） 携帯所有者が対象ですので子供向けではないでしょう。ヤングアダルト向けのアニメ

を放送することになると思います。もちろん、米国ですので音声は英語です。 

 

質問） 30 分の TV アニメをどのように放送するのですか？ 

大野） 30 分の番組をそのまま流す事もあるでしょう。編集の仕方や編成の仕方などを、ショ

ートコンテンツの生成含めて確立していかなければならない。通常のテレビ番組用フォーマッ

トがモバイル放送に通用するのかどうかも含めて検証し、確立しなくてはならない重要課題で

す。テレビ用のコンテンツをどうすればモバイル用に料理できるか、ということですね。 

アニメをモバイル放送にのせるためには、いろんなところを修正しなくてはなりません。“出力

部分”すなわち露出側のチャンネル構築、素材を加工する編集、コンテンツ収集という入力部

分も確立しないといけません。新しいメディアとして作っていく必要があります。 

当初は既存コンテンツの活用ですが、もちろん将来的にはモバイル用にコンテンツを創ること

も必要だと思っています。 

 

 

2006 年 2 月 15 日 NTT DoCoMo USA 本社にて （ニューヨーク） 

インタビュアー 海部正樹（Ｗｏｗｍａｘ Ｍｅｄｉａ） 
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３．映画 

日本映画の米国配給 
2006 年 3 月 5 日、第 78 回アカデミー賞が発表された。長編アニメ映画賞には宮崎駿監督作

品「ハウルの動く城」が再びノミネートされ、受賞は逃したものの“宮崎アニメ”に対する米国映

画界の高い評価があらためて実感された。 

下記は 2002 年から 2006 年までのアカデミー長編アニメ映画賞ノミネート作品の一覧である。 

米国以外で製作された「ハウルの動く城」と「ベルヴィル・ランデブー」と他の米国製作映画と

の間には大きな公開規模の差がある。 

 

[図表３－１] 

 

 

全米興行主協会(NATO)によれば 2005 年時点で全米には 3 万 7092 スクリーン／5713 館の

屋内映画館と 648 スクリーン／401 館のドライブインシアターがある。 

日本製アニメ映画を中心とする日本映画進出状況を公開映画館数で比較してみると次のよう

になる。メジャーな米国映画作品の興行規模の例として「キングコング」が 3627 館、「スターウ

ォーズ エピソードⅢ」が 3663 館である。1999 年の「ポケモン ミュウツーの逆襲（Pokémon: 

The First Movie）」は 3043 館だから、堂々の全米公開だったと言えよう。 
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[図表３－２] 
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近年、アニメや日本映画のハリウッド映画版（実写）を製作するためのリメイク権の引き合い

が多くなっている。実際に映像化され、興行的にも成功した例がホラー映画である。2004 年

10 月に公開された「呪怨」のリメイク版「The Grudge」は全米 3348 館で公開され 1億 1000 万

㌦の興行収入を得た。2002年10月に公開された「リング」のリメイク版「The Ring」も興行収入

1 億 2860 万㌦、ホームビデオ収入はセルとレンタルのＤＶＤとＶＨＳを合わせた小売ベース総

売上げで 1 億 5490 万㌦。2003 年の全米ビデオ売上げ 13 位（Videobusiness.com 2003 

Year-End Report）の好成績であった。製作会社ドリームワークスＳＫＧが支払ったリメイク権

料は 100 万㌦と言われている。 

また本稿執筆時点では公開中なので確定数字ではないが、フジテレビジョン製作の映画「南

極物語」をリメイクした映画“Eight Below”（ディズニー製作・配給）も好調な滑り出しとなってい

る。 

 

[図表３－３] 

 
 

下は各種メディアで報じられた日本製コンテンツのリメイクに関する記事のピックアップであ

 2002年 3月、米Hollywood Reporter 誌はＦＯＸが鳥山明原作のアニメ“Dragon Ball Z”（ド

 ト」などで知られる独立プロダクション

 は大友克洋原作のアニメ映画“ＡＫＩＲＡ”（アキラ）が

 Entertainment がモン

以

る。 

 

ラゴンボールＺ）のリメイク権を獲得したと報じた。 

2002 年３月、米Ｖｒｉｅｔｙ誌は映画「モータルコンバッ

Threshold Entertainment が川尻善昭原作・監督の映画“Ninja Scroll”（獣兵衛忍風帖）の

実写リメイク権を獲得したと報じた。 

2002 年 4 月、Hollywood Reporter 誌

Warner Brothers 映画によって実写化準備中であると報じた。 

2003年 2月、Webサイト Icv2.comは米製作プロダクション Twilight 
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キーパンチ原作“Lupin III”（ルパン三世）の実写映画を準備していると伝えた。プロデュ

ーサーは映画“Jurassic Park: The Lost World““ Schindler's List”の Gerald Molen であ

る。 

2003 年 5月、米Ｖｒｉｅｔｙ誌は映画“Pi”“Requiem For A Dream”のDarren Aronofsky監督が、

 d はカンヌ

 はDavis Filmsが総製作費 5000 万ドルでカプコンの

 ニメ“Initial D”（イニ

 督 Ronny Yu は Ain't It Cool News のインタビ

 年 11 月、Hollywood Reporter 誌は映画“From Hell”“League Of Extraordinary 

 nnel が、サンライズ原作のアニ

 同で人気漫画「SAMURAI 

 ywood Reporter誌はDreamworksが映画「CASSHERN」の全米配給

 ーター２」で知られるジェームズ・キャメロン監督

 がスティーブン・ポール氏

 映画化の企

小池一夫原作“Lone Wolf & Cub”（子連れ狼）の実写映画を準備中と報じた。 

2003 年 5 月、米アニメホームビデオ販売会社 ADV Films の CEO John Ledfor

映画祭で GAINAX 原作のアニメ“Neon Genesis Evangelion”（新世紀エヴァンゲリオン）実

写リメイク権を獲得したと発表した。 

2003 年 5 月、Hollywood Reporter誌

ゲーム“Onimusha”（鬼武者）の実写映画を準備していると報じた。 

2003年 8月、Ｗｅｂサイト Icv2.comは香港の映画監督ツイハークがア

シャルＤ）の実写映像化されると報じた。 

2003 年 8 月、映画“Freddy Vs. Jason”の監

ューに対して、アニメ映画“Blood: The Last Vampire”の実写映画化に興味があると語っ

た。 

2003

Gentlemen“の Don Murphy と映画“X2: X-Men United”の Tom DeSanto 両プロデューサ

ーが、米玩具大手ハズブロウ社原作のアニメ“Transformers”（トランスフォーマー）の実

写リメイク版を製作するためにチームを組んだと報じた。 

2004 年 1 月、Anime Nation はケーブルＴＶ局 Sci-Fi Cha

メ“Witch Hunter Robin”の実写リメイク権を獲得したと報じた。 

2004 年 9 月、米出版社 Tokyo Pop は Heatbreak Films と共

GIRL リアルバウトハイスクール」(Samurai Girl: Real Bout High School)の実写映画を製

作すると発表した。 

2004年 10月、 Holl

権及びリメイク権を獲得したと報じた。 

2004 年 11 月、「タイタニック」や「ターミネ

は、ＮＰＲのインタビューで、SF アクションマンガ「銃夢（ガンム）」の実写版「BATTLE 

ANGEL ALITA」の制作に取り掛かっていると話した。現段階では脚本が完成しており、来

年より本格的に制作を開始し、2007 年に公開予定の模様。 

2005 年 5 月、Variety 誌は、Sony Pictures Entertainment

（Crystal Sky）と共同でナムコの人気テレビゲーム『鉄拳』を題材とした実写アクション映

画を企画中だと発表した。今秋より制作開始で、製作費５０００万㌦を予定。 

2005 年 6 月、米国の映画情報サイト Cinescape Online は、ハリウッドで実写

画が進行中だった『マッハ GOGOGO』（英語名：Speed Racer）の脚本がもうじき完成であ

ると報じた。 

 29



 Hollywood Reporter によると、ジェームズ・キャメロン監督のものでハリウッ

 の漫画『MONSTER』の実写化権を獲得したニューラインシネ

 岩明均氏原作

 om は、ニューラインシネマが、新たに大

 、米アニメ情報サイト news.awn.comは製作会社ＧＯＮＺＯが米ケーブルテレビ

 

こに掲載したものは筆者が各種メディアでの情報露出したもののうち筆者が把握できた範

2005 年 6月、

ドで実写映画化の企画が進行中の『銃夢』（英語名：Battle Angel Alita）の完成がこれま

での予定よりも先の伸びる可能性がでてきた。 現在『アレクサンダー』の脚本で知られ

るレータ・カログリディス氏が『銃夢』の脚本を製作中であるが、キャメロン監督は他にも

『プロジェクト８８０』と呼ばれる別の企画が進行中であり、こちらの製作を先に回す可能

性もでてきているという。 

2005年7月、浦沢直樹原作

マは、実写版の脚本にあたりジョシュ・オスロン氏と契約したと発表した。ジョシュ・オスロ

ン氏は2002年にホラー映画の『Infested』の監督したほか、今年のカンヌ映画祭で好評を

得、米国では秋に公開されるスリラー映画『A History of Violence』の脚本を務めているこ

とで知られており、これまで主にスリラー、ホラーの分野で活躍している。 

2005 年 7月、米Ｖｒｉｅｔｙ誌は、ニューラインシネマが現在企画を進めている

の『寄生獣』映画化にあたり、映画の監督と脚本スーパーバイザーとして『The Grudge』

で知られる清水監督に交渉中であると報じた。 

2005 年 7 月、米映画情報サイト Today.reuters.c

作アクション映画として日本製アニメ「百獣王ゴライオン」の実写版映画『VOLTRON: 

DEFENDER OF THE UNIVERSE』（邦題：ボルトロン・宇宙の守護者）の企画を進めている

と報じた。 

2005年 8月

局Spike TVで放送予定のアニメ「アフロサムライ」が、ハリウッドで実写映画化されることにな

ったと報じた。 

こ

囲であり、現実にはさらに多くの企画が進行中であると考えられる。 
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４．ホームビデオ 

米国ホームビデオ市場の動向 
国のホームビデオ市場に変化が起きている。 

米国内での

化の原因として VHS 市場の縮小、レンタル市場の縮小、下がり続ける小

15億㌦となり、ホームビデオ市

げが3億ドルを超える大ヒット作

D 売上げは好調に延びて

今

く売れるジャンルは

過去 25 年間、常に拡大してきた米

米国のホームビデオ業界専門ウェブサイト DVD Exclusive によれば、2005 年の

DVD と VHS のセルおよびレンタルの総売上げは前年（2004 年）の 241 億㌦から 1％減って

240 億㌦となった。 

DVD Exclusive は変

売価格、ホームビデオ市場でのヒットの不作を指摘している。 

まずVHS市場は、卸ベース売上げで2004年から60％減った

場全体に占める割合もわずか 6％になった。また DVD も含めたレンタル市場も 2001 年度に

84 億㌦をピークに下降傾向が続いており、2005 年も前年比の-4％の 77 億㌦に留まった。 

DVD 市場でみるとの販売枚数は増えているものの小売価格の引き下げにより売上げ全体が

減っているという傾向が見られる。2005 年に米国内で新たに発売された DVD は 1 万 2000 タ

イトルで、これは前年に比べて 7～9%の増加となっている。このため各社の競争が激しくなり、

DVDの小売価格は引き下げられ、特にテレビシリーズDVDボックスの平均価格は2000年の

57 ㌦ 40 ㌣から$45 ㌦ 31 ㌣と大幅に引き下げられている。 

ヒットの不作という点では、2002年から2004年まで年間売上

が最低 2 タイトルはあったが、2005 年は 1 タイトルだけであった。 

米国証券会社ゴールドマンサックスは調査報告の中で「米国の DV

来たが、DVD 売上げだけを対前年比で見ると 2003 年 51.4％、２００４年 33.3％、２００５年

10.2％と安定期に入りつつある様子が見える。 後は緩やかな減少傾向へと入ると予測され

るが、最も大きな影響を受けると思われるのが、現在発売されている DVD タイトルの 40％を

占め、今後発売される予定のタイトルの60％を占める旧作映画やテレビ番組のDVDであろう。

80％の家庭に浸透した DVD の市場を支えている消費者は、旧作映画やテレビシリーズのコ

レクションを揃えてしまったのではないだろうか。」と指摘する。新世代 DVD が登場することで、

再びコレクションを買い揃える動きが生まれることも考えられなくはないが、映画の最新作な

どを除いて高い売上げを望むのは難しいのではないかと見られている。 

調査会社ニールセンのビデオスキャンによれば、米国で DVD もっとも良

“コメディ”、VHSがもっとも良く売れるジャンルは“映画以外の子供向け”タイトルである。日本

製のアニメが占めるシェアは DVD 全体の 1.44％（2004 年）、VHS 全体の 1.25％（2004 年）で

大きなニッチ市場と言える。しかし、今後もこのような傾向が続くと大手量販店は DVD の在庫

を最新映画に集中させて行くと考えられる。後述するが、大手量販店のターゲットは昨年日本

製アニメの DVD から撤退した。 
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[図表 ４－１] 

 

 
表 ４－２] [図

 
 
表 ４－３] [図
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日本製アニメホームビデオ市場の動向 
米国における日本製アニメのホームビデオビジネスは今曲がり角に差し掛かっている。 

2005年 5月、米国の大手流通量販店ターゲットが一部のヒット作品を除いて段階的に日本製

アニメ DVDの販売を打ち切るというニュースが流れた。前年 1月、全米 700 の店舗に日本製

アニメやマンガの専門コーナーを設置し、積極的な展開を始めてから僅か１年４ヶ月目のこと

である。 

日本製アニメの英語版DVDは１枚30㌦前後で、米国のDVD平均小売価格に比べて高単価

であるが、主な購買層である日本製アニメのマニアが高クオリティの映像と音声、特に日英両

方の言語でアニメを楽しめる事から DVD を好んだ結果、日本製アニメ DVD の年間販売枚数

は 2000 年の 210 万枚から 2003 年には 1290 万枚と 4年で 6.14 倍に急増した。しかしその後

安定傾向に入り 2004 年は 1210 万枚、2005 年は 1206 万枚とほぼ横ばいで推移している。 

（注）Nielsen Video Scan データを基にWowmax Media が推定 

一方、1 年間に発売される新作タイトル数も 2000 年には 174 タイトルだったものが 2004 年に

は 752 タイトルと飛躍的に増え、2005 年は 840 タイトルが新しく発売された。 

米国大手調査会社ニールセンは米国内の主な販売店からホームビデオの販売データを収集

し、「ビデオスキャン（Video Scan）」というデータベースを構築しており、米国のホームビデオ

製作会社や販売会社も重要な市場データとして活用している。 

このビデオスキャンにリストアップされている日本製アニメDVDのタイトル数は2005年末時点

で 4080 タイトル。これが米国内で発売中の総タイトル数であると考えられる。 

このうち、2005年の 1年間の販売量が10万枚を超えたのは 10 タイトル、5万枚から 10万枚

が20タイトル、1万枚から5万枚が２８４タイトルであった。ディズニーから発売した宮崎アニメ

のなど一部のタイトルは好調ながら、多くのタイトルが 1 万枚以下の販売枚数に留まっている

現状が見える。 

日本製アニメの北米ビジネスは米国配給会社（ディストリビューター）にテレビ放送権を含ん

だビデオグラム化権を売り、先に支払われるライセンス料の最低保証金（MG）を受け取るスタ

イルが多かった。しかし、この MG が米国配給会社による権利確保競争の結果、回収が困難

なレベルまで高騰したと言われている。このため「商品（ホームビデオ）の価格を下げることも

難しいまま、市場の購買力を超えた量の新作タイトルが発売される状況が生まれた」と危機

感を持つ関係者も少なくなかった。 

この状況の中で、2006 年 1月 12 日に米国における日本製アニメやマンガの主要な流通を担

ってきたサンコーストビデオの親会社ミュージックランドが連邦裁判所に破産法第１１条に基

づく会社更生を申請した。ミュージックランドは米国の大手家電量販店ベストバイが2001年に

約 7 億ドルで買収したが後、2003 年サン・キャピタル・パートナーズに売却された経緯がある。

サンコーストビデオは日本製のアニメやマンガを米国市場に浸透させる事に大きく貢献した先

駆的な小売チェーンであり、今後の動向が注目される。 
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[図表 ４－３] 

 

 

[図表 ４－４] 
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[図表 ４－５] 

 

出典：Nielsen Video Scan より Wowmax Media 作成 

 

 

［図表 ４－６］ 

 

出典：Nielsen Video Scan より Wowmax Media 作成 
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５．キャラクター商品 

米国のキャラクター商品市場 
ＬＩＭＡ（The International Licensing Industry Merchandisers’ Association）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、

2004年の米国のライセンシング業界総収入は58億4500万㌦で、そのうち25億6500万㌦がエンタ

テインメント・キャラクター・ライセンシングからの収入であった。 

LIMAより提供された算出方法で換算すると、小売ベースで45１億2600万㌦の売上げに相当する。。

一方、日本製アニメなどのキャラクターを米国内で販売する各社の年次報告を基にWowmax 

Mediaが推定した同年の米国における日本製キャラクター商品の小売ベースの年間売上げは29

億4000万㌦で、日本製キャラクター関連商品の米国全体に占めるシェアは6.8％程度と推定でき

る。 

 

［図表５－１］ 

 

 

エンタテインメント／キャラクタープロパティを製品カテゴリー別ライセンス収入で見ると、最もシェ

アが大きなカテゴリーは玩具、続いてビデオゲームである。この２つのカテゴリーだけでライセンス

収入全体の42％となっている。 
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［図表５－２］ 

 
 

米国玩具業界は年間売上げ 210 億㌦の 50％を１０月末のハロウィーンからクリスマス、年末迄

（ホリデーシーズン）に稼ぎ出す。 

2004 年に米調査会社 NPD が実施した 2003 年ホリデーシーズンの購買者アンケート調査によれ

ば購買者（＝親族）の 62％は子どものリクエストで購入プロダクツを決定し、子どもが最も多くリク

エストしたのは映画、テレビのキャラクター商品であった。 

同社の発表によると 2003 年ホリデーシーズンで最も商品を売り上げたホットプロパティは第 1 位

「Yu-Gi-Oh ! （遊戯王）」、第 2 位「Dora the Explorer（子供向けケーブル TV “Nicklodeon”のヒット

アニメーション）」、第 3 位「Beyblade （爆転シュート ベイブレード）」である。 

 

[図表５－３] 

 出典： NPD Fun world Fact Sheet 2004 
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下図は商品カテゴリーごとの売上げを 2003 年と 2004 年で比較したものである。2003 年に 28 億

㌦売上げ、商品カテゴリー第１位だった“人形”は 27億㌦で第３位となり、第 2位だった“幼児／未

就学児”が 6億㌦売上げを伸ばして第 1位となっている。 

“ボーイズアクション”系の日本製アニメキャラクターの商品は“アクションフィギュア/アクセサリー

＝付属キット”のカテゴリーに含まれるものが多いが、このカテゴリーは年間 1３億㌦の売上げで

ある。 

 

［図表５－４］ 

 

 

また、調査会社 NPD は 2004 年の全米玩具購入者の 74％が女子で、ビデオゲームの購買者の

55％は男子という調査結果も報告している。米国でも男子は玩具からゲームへと移動していると

同時にゲームを買う女子の比率も 45%と高い率であることがわかる。 
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日本製キャラクター商品の売上げ動向 
米国における日本製キャラクターの商品市場規模（小売ベース）を試算した結果、2004 年の

年間売上げは推定 29 億 4000 万㌦であることがわかった。 

試算は米国で日本製のアニメやキャラクター商品または商品化権を販売している下記企業

の年次報告書等に記載されている北米地域の売上げと関係者へのプライマリインタビューを

基礎に算出した。 

 

［図表５－５］ 

 

 

出典： 

４キッズ・エンタテインメント アニュアルリポート 2004 

株式会社バンダイ アニュアルリポート 2005 

東映アニメーション 2005 年 3 月期決算 

株式会社タカラ アニュアルリポート 2004 

株式会社トミー アニュアルリポート 2005 

株式会社サンリオ 2005 年 3 月期決算説明会資料 
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６．放送倫理と格付け（レイティング） 

 

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。 

ここでは取材によって得た情報に基づき、米国のテレビ放送における子ども向け番組基準を

纏めてみた。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 
暴力の描写について： 

 身体的、言語的、精神的のいずれにおいても、暴力の描写は最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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言葉について： 

 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

表現は露出を最小限に抑える。 

 

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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教育的番組の編成義務 
日本型テレビネットワークの「キー局」と米国型テレビネットワークの「ネットワーク本社」の違いを

理解しないと、米国のテレビネットワークシステムはわかりにくいかもしれない。 

米国型ネットワークの本社、つまりＡBC、CBS、NBC、FBC、WBN、UPN などはすべて「放送局」で

はない。商品である番組を製作・調達するメーカーのような機能で、その商品＝番組を「流通」に

卸す。「流通＝ディストリビューター」にあたるのが米国連邦通信委員会（FCC）から免許を交付さ

れている各地のローカルＴＶ放送局である。。 

「ネットワーク本社」は免許事業ではないため FCC の規制には拘束されないとも言える。しかし免

許事業である「流通」、つまり直営局や加盟局が放送免許を失うような事態を避けるために、子供

向け番組をはじめとする各種ルールを遵守する必要性がある。。 

番組放送基準、子供向け番組内で、番組に登場するキャラクターなどを使用した CM を枠内で放

映することを禁止するというようなもののことである。 

ＦＣＣの規制のひとつに「教育的番組の編成義務」がある。これは、子ども向け教育番組は３

０分の毎週放送のレギュラー番組を午前７：００から午後１０：００までに週３時間以上放送しな

くてはならないというものだ。 

 

［図表５－１］ 

「ＦＣＣの要求する教育的番組」放送時間 

 

教育番組とは 

ＦＣＣの要求する「教育番組」の基準は広範にわたって

おり、局の主体的判断によるところが大きい。 

純粋に教育目的で制作された番組、または既存の番組

で何らかの社会教育的なメッセージ（命の大切さ、友

情、助け合いなど）を発するものを採用する場合もあ

る。 

The WB Television Network のケースでは教育番組の

制作・調達は加盟局が独自に行っており、ネットワーク

本社からは供給していない。また、どの番組がＦＣＣ基

準を満たす教育番組かという判断は教育学博士などの

コンサルティングをうけ、「視聴する子供たちは、この番

組から何が学べるか？」という視点で決定している。一

般論として「戦いのシーン」が含まれる番組は「教育番

組」として採用されないようである。 
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テレビ番組レイティング （tvguideline.org） 
米国のテレビ番組用に設定された格付け（レイティング）の一覧を記載する。 

 
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 

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。

親はこの番組を最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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米国のＴＶガイドラインに関する質問集 （www.tvguideline.org） 
 

前述の格付け（レイティング）に関連する質問集の日本語訳を資料として以下に収録する。 

 

 

プログラムはどのように格付け（レイティング）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。 
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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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映画レイティング 
MPAA（Motion Picture Association of America 米国映画協会）が定めた映画の格付け（レイテ

ィング）の一覧を収録する。 

 

 

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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７．業界関係者インタビュー Kids 

 
 

質問） 日本のアニメ産業の各社とは、どのよ

 

ベッツィー） KidsWB はテレビ東京、東映ア

います。また、現在ＧＥＮＥＯＮとはとてもいい

的に進めています。ただ、4Kids Entertainm

たちは直接日本のプロダクションと話しをし

ンシップに関して、私たちは常に新しい

Co-production をはじめ、クリエイティブ・ビジ

ています。 

 

質問） 日本のアニメに関して、特に印象強い

 

ベッツィー） 私たちにとって、日本のアニメは

のが難しいという問題があります。 

例えば、プリスクール（未就学児）向けの番組

た、小学生（5-11 歳）向けの番組の場合は

ちは 11 歳までの子供向け番組では、激しい

しかし日本の小学生向けに制作されたアニ

す。その点、ポケモンは KidsWB にパーフェ

にここまで全てがぴったりフィットする番組を

 

質問） アニメがグローバルマーケットで成功

 

WB! 

 

 

 

 

 

Betsy MacGowen 

ベッツィー・マクゴーエンさん 
シニアバイスプレジデント 

ゼネラルマネージャー Kids WB! 

うな関係を築かれていますか。 

ニメーション、任天堂、カプコンなどと取引をして

関係にあり、プロモーションなどもお互いに協力

ent を通じて放送しているタイトルに関しては、私

ていません。日本のプロダクションとのリレーショ

ディールに興味がありますし、これからは

ネスのコラボレーションも図っていければと思っ

ことは？ 

KidsWB のターゲット年齢にぴったりフィットする

は、幼すぎてシンプルすぎる傾向にあります。ま

、暴力シーンや喫煙が問題になってきます。私た

暴力シーンや喫煙は見せないようにしています。

メにはこれらのシーンがかなり多く含まれていま

クトにフィットする番組でした。でも、ポケモン以外

見つけるのは難しいのが現状です。 

するにはどんなことが必要だと思いますか？ 
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ベッツィー） まず、アメリカの視聴者にとって魅力的な要素は、アクションシーンです。特に私

たちのターゲットである 5-11 歳の視聴者向けには、22 分の 1 エピソードの最初からアクショ

ンシーンを盛り込み、視聴者の興味を引くことが必要です。いくつかのアニメは、エピソードの

終わりにすばらしいアクションシーンがあります。しかし、最初の部分は会話や説明のシーン

ばかりなのです。会話だけでなく、番組の始めからどんどんアクションシーンを盛り込むことが

必要なのです。また、日本のアニメには、ユーモアとしてヒーローが泣いたり叫んだりするシ

ーンが見られます。西洋人、特に若い男の子は、これらの行動は弱虫であるととらえ、決して

ユーモアとして解釈しません。泣いたり叫んだりするヒーローは弱く、ヒーロー性が失われてし

まいます。これは文化の違いですが、これが原因で私たちのネットワークでは放送しないケー

スが多々あります。一方、西洋とはスタイルの違う日本のストーリーラインは、とてもエキサイ

トで斬新に働く場合もあります。簡単ではありませんが、世界中に魅力的な番組にする可能

性の１つともなり得ます。コラボレーションをする際は、両方のマーケティングスペシャリストの

意見をよく聞き、グローバルな視聴者にうけることができるようにすることが非常に重要となっ

てくるでしょう。 

 

質問） 日本のアニメは関係者も米国の放送基準には敏感になってきていると思います。何

か提供できる資料はありませんか？ 

 

ベッツィー）特に以前と変わらないように感じます。日本のアニメプロダクションが、近年彼ら

の規制を変えてきているとは特に感じません。 

一方、米国の会社は表現規制に関する書面を出すのをためらっています。それは、表現のガ

イドラインは、一言には説明できない、実際に作品を見てみないと判断ができないからなので

す。KidsWB にもガイドラインの資料がありますが、これはあくまでも喫煙や飲酒、セクシャル

シーンなどに関してのガイドラインを記しているだけです。最終の判断は、シチュエーションや

全体の流れに関係してきますので、やはり実際に視聴してみないと判断できません。 

 

質問）WB と UPN と合併しますが、KidsWB はどうなるのでしょか？ 

 

ベッツィー） Kids WB！は名前もそのままで続きます！Warner Brothersと CBSは、2006年9

月より The CW という新しいネットワークチャンネルとなります。この The CW は、いくつかの地

域では WB と同じ局で、いくつかの地域では今までの UPN の局で放送されます。この合併に

より、WBKids の視聴可能世帯数は全米の 98％になります。 

 

2006 年 3 月 6 日 Kids WB!にて （ロサンゼルス） 

インタビュアー 海部正樹・徳永雅美 (Wowmax Media) 
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８．業界関係者インタビュー 

 
 

質問） SpikeTV は、どんなジャンルのアニ

ンルの作品に興味がありますか？ 

 

レオ） SpikeTVは、25歳以上の大人の男性

ョンと普通の番組の間に違いはないと考えて

ありません。私たちは、男性向け、ハードコア

そして何よりもユニークな作品を求めていま

アメリカのネットワークは、単なるアクションも

カトゥーン・ネットワーク（Cartoon Network）が

まさにユーモアとアクションを兼ね備えた作品

 

質問） 日本とアメリカのアニメーションの違い

 

最大の違いは、ストーリー構成ですね。日本

者を当惑させることもあります。「アフロサム

レーションしていく作品では、日本とアメリカ

対して魅力的な作品にしていきたいですね。

 

質問) あなた自身、日本のアニメーション（ア

 

 

 
 
 
 
 
Leo Chu 

レオ・チュウさん 

エグゼクティブ 

インチャージ･オブ･マンリー･アニメーション
Spike TV 

メーションを放送していますか？また、どんなジャ

をターゲットに番組を放送しています。アニメーシ

います。アニメーションでも実写でも、こだわりは

アクション、シャープ、コンテンポラリーなコメディ、

す。 

のより洗練されたユーモアにより興味があります。

ビッグヒットを狙っている新作 The Bookdocks は、

の一例といえるでしょう。 

についてどう思いますか？ 

のアニメは非常に物語的で、時々アメリカの視聴

ライ」（AFRO-SAMURAI）のように私たちがコラボ

の両方のライターを起用し、双方のマーケットに

 

ニメ）を見ますか？どう思いますか？ 
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レオ） 子供の頃は、「マッハ GoGoGo」や「らんま１/２」をよく見ていました。私は「Akira」や「獣

兵衛忍風帖」のようなクラシックなアニメが好きで、最近の作品はあまり見ていません。私は、

日本アニメのクールさの一部は、実は隠れたマーケットにあると思っています。誰も知らない

作品を見つけ出し、そしてそれらを友達に紹介するということです。ポピュラーなアニメは、そ

れほど印象的でもないし興味深くもないでしょう。 

 

質問） 「アフロサムライ」（AFRO-SAMURAI）についてですが、この作品を放送することを決め

たきっかけは？ 

 

レオ） 私たちが番組購入を決定したのは、デモを見たときです。何の映像もなく TV ネットワ

ークの番組を購入するのは難しいことです。しかし、たくさんのアートワークや良いでもがあれ

ば判断はしやすくなります。 

 

質問） AFRO-SAMURAI の放送スケジュールは？ 

 

レオ） まだ決めていませんが、2006 年の終わり頃にしようと考えています。11 月頃かもしれ

ませんね。 

 

質問） この作品の特徴は？ 

 

レオ） Samuel L Jackson は大きな“ヒキ”になるでしょう。彼はすばらしい俳優であると同時に

愉快な人です。また、アクションシーンもものすごくすばらしい出来になるでしょう。これは、今

までに見たことのない全く新しい作品です。新しい作品制作において難しいところは、何か全

く新しいところを追求すると同時に合理的でセーフティな部分も必要であることです。ビジネス

として成功するために、出資会社は、新しいオリジナル性を求めると同時に、リスクの少ない

出資であることを要求するからです。 

 

質問） アニメに関するあなたの印象的な経験を聞かせてください。 

 

レオ） 私は、ディズニーの「千と千尋の神隠し」の仕事に携わっていました。チャレンジな仕

事でした。「千と千尋の神隠し」はもちろん素晴らしいアニメ映画でしたが、アメリカのエグゼク

ティブには見慣れない作品であり、彼らを説得するのは非常に難しかったです。最終的には

Disney のエグゼクティブ達も納得し、結局その年には長編アニメ部門でアカデミー賞を受賞し

ました。これは、私にとって一番印象的な経験です。 

 

質問） 日本のアニメクリエイターたちに何かメッセージはありますか？ 
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レオ） これかららも、視聴者が一番期待している“感激を与える”というところを保ってほしい

です。米国の視聴者は日本の視聴者と違うタイプの作品に惹かれますが、コラボレーション

は双方のマーケットにフィットすると同時にハイクオリティな作品に仕上げられる良い手段であ

ると思います。日本とアメリカのコラボレーションは、１つの国だけでなく同時に複数のマーケ

ットに到達する将来の新しいアニメーションのあり方の１つのステップとなるでしょう。 

 

2006 年 3 月 8 日 Spike TV にて （バーバンク） 

インタビュアー クリスタル･ドーソン (Wowmax Media) 
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９．業界関係者インタビュー 

 

 

質問） セントラル・パーク・メディア社（以下 CPM）を紹

 

ジャン） 私たちセントラル･パークメディアは 1990 年に

続しています。私たちは米国に日本アニメの流通チャン

CPM は最も古く、そして現在もビジネスをしている会社

だけがビジネスをスタートしていました。そして、そのう

るのです。最初のアニメ会社はストリームライン（Strea

ていません。二番目の会社がアニメイゴ（AnimEigo

Right Stuf）です。私たちは２０年間、このビジネスが、

のを見てきました。 

CPM はビジネスの焦点を“アニメ DVD やマンガの出版

“ブランド・フランチャイズ”のマネージメントではありませ

アニメにはふたつのビジネスモデルがあって、CPM や

ー”と VIZ メディア、4 キッズ・エンタテインメント、ファニ

イズ・マネージャー”です。 

パブリッシャーにとっては「番組」が売る商品そのもので

ジャーは「番組」をブランド全体の宣伝として活用します

プロデューサーは「番組」が“芸術(art)”なのか、何か売

なのかを決めなくてはなりません。 

例えば映画「火垂るの墓」（GRAVE OF THE FIREFLIE

ピンオフもありません。しかし「ナルト」はフランチャイズ
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マネージング・ダイレクター 

ジャン・オダンネルさんと 

バイスプレジデント 

本間眞澄さん 
Central Park Media 

介していただけますか？ 

設立され、2006 年で 16 年間事業を継

ネルの基礎を築いてきました。 

のひとつです。私たちの前には、３社

ちの２社だけが今日も事業を続けてい

mline）ですが、彼等はもうビジネスをし

）、そして三番目がライトスタッフ（The 

無（nothing）から大きな市場に変化する

社＝パブリッシャー”に絞っています。

ん。 

ADV、AnimEigo のような“パブリッシャ

メーションのような“ブランド・フランチャ

すが、ブランド･フランチャイズ･マネー

。 

るための“コマーシャル(commercial)”

S ）はアートです。キャラクター商品もス

です。 



この違いです。パブリッシャーの CPMはアニメを「製品」そのものとして扱い、販売するのです。 

 

質問） 貴社は iTunes Music Store を通してアニメの販売をする計画を持っているという事で

すが？ 

 

ジャン） 私たちの会社はTechnologyを基にして成長してきました。例えば、米国で、二ヶ国語

収録のアニメＤＶＤとアニメのＣＤＲＯＭを発売した最初の会社です。 

私たちは先端テクノロジーのパイオニアであり続けます、なぜならば私たちの使命は私たち

の製品＝アニメを多くのひとびとに、可能な限り彼等が求める何かの方法で、彼等が買うこと

ができるように配給して行く事にあるからです。 

私たちが明確にしたい重要なポイントは、インターネットが海賊版のソースではないという事

です。日本でのテレビ放映またはＤＶＤがソースです。日本で放送されてから６時間ほどでア

ニメのエピソードが米国でもダウンロードできるようになるのです。 

最近まで、多くの日本のアニメ関連会社はテクノロジーが十分に理解できないことと海賊版に

対する漠然とした不安からインターネットの権利について話し合いをすることを避けてきました。

日本以外での配給を考える時に、インターネットは非常に重要な役割を果たしていると言える

でしょう。 

 

エンタテインメント・ビジネスがテクノロジーに対抗して闘う事は、自然なサイクルです。ハリウ

ッドも最初はホームビデオの発明が映画のセールスに損害を与えるのではないかとの「恐

れ」を感じていました。日本のアニメに関係する会社も、インターネットやiPodｄなどに対して同

じような「恐れ」があったような気がしました。 

 

私たちの会社は iPod のような新しいテクノロジーをプロモーションする方法として、また売る

ための方法として見ています。新しく売るアニメに興味を持ってもらう唯一の道は、それに関

する何かを見せることです。もし何も見ていなかったら、誰もアニメを買わないでしょう。 

iPod や PSP、インターネットそして Bit Torrent はプロモーションをするための道具です。これ

らの道具を使い、パブリッシャーは新しいアニメを、より多くの人々に紹介する事ができるので

す。私たちの会社は１または２エピソードを無料で提供する準備をしています。より多くの人が

見る事ができれば、より多くの人が興味を持ち、DVD を買ったり、有料でダウンロードしたりす

るでしょう。 

米国で最良のプロモーションはテレビ放送です。10 シリーズ前後のアニメタイトルがテレビで

見られています。 

しかし米国では 3500 以上のアニメ DVD が売られています。このアニメタイトルをプロモーショ

ンする他の手段は？最善の道は、彼等がそれを簡単に見られるようすることです。例えばオ

ンライン上のストリーミング・ビデオ、予告編を見せたり、部分的なエピソードを見せたりするこ
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となどです。それで人々はアニメと親しくなるのです。 

明白な事は、テレビシリーズと劇場用映画の違いです。映画一本をまるまる無料で見せるこ

とはＤＶＤを売るためのプロモーションにはなりません。逆にＤＶＤの販売を侵食する訳です。 

それから、すべての世代はそれぞれ好むメディアが違うということも申し上げたい。 

例えば、私の祖父は劇場に映画を観にいきましたし、テレビも楽しんでいました。 

私の父はテレビをみて、ＶＣＲも使いました。しかし、コンピューターを使ってテレビを観ること

は想像できません。 

今の子供たちは新しい世代です。コンピューターを使って映像を楽しみ、さらに移動する時に、

メディアを携帯することを欲しているのです。この世代の人々の中にはパッケージメディアを

物理的に持つということに興味や、執着がない人が比較的に多いといえると思います。 

 

質問） 携帯電話での動画配信はどう思われますか？ 

 

ジャン）同じです。デジタルファイルを通して配給するという基本的なコンセプトは同じなので

す。どういうデバイス（端末機器）を使用するかという事は問題ではありません。 

私は、私のショーを見たい人たち全員が、見ることが可能になるようにしたいのです。彼らが

iPod を使っているのか PSP なのか、それとも携帯電話なのか、という事は私にとっては問題

じゃありません。私は皆が、CPMのプログラムを買い、観られるようにしたいのです。 

例えば私はコミックを携帯電話では読まないでしょう。しかし、私は CPMの何人かの若いスタ

ッフが電子コミックの携帯性を好んでいることを知っています。 

ＤＶＤのビジネスと比べても、製造コストや倉庫の保管料や運送料などを支払った後の利益

は、ほとんどダウンロード販売と同じでしょう。ダウンロード販売には、そういうコストがかから

ないからです。もし利益が同じならば、私にとってどの手段をお客様が好むのかは関係ありま

せん。 

 

Ted Leavitt 氏は“Marketing Myopia”という本の中でこういう例を挙げています。 

１950 年代、鉄道は最も巨大なビジネスのひとつでしたが、過去 50年間にすさまじい没落をし

ました。彼らが 50 年前に犯したミスは、誰かが彼等に「あなたのビジネスは何ですか？」と質

問した際に「鉄道」と答えた事です。 

彼等は「輸送」と答えるべきでした。もし彼等が、すべての他のオプションも検討していたなら、

今日もなお鉄道と同じように航空会社やトラック輸送会社のオーナーであることができたでし

ょう。でも、彼らはそうしませんでした、なぜなら彼らは余りにも近視眼的だったからです。 

日本の会社は、「本の出版ビジネス」や「DVD ビジネス」をしているのではなく、「アニメビジネ

ス」をしているのだと言うことを思い出すべきです。もし彼等がそれを思い出さなければ、ＤＶＤ

が古くなりそして無用になった時、市場から完全に放り出されるでしょう。 
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質問）米国における日本のアニメのこれからをどう思われますか？ 

 

ジャン） 今は、はっきり言って、非常に「危ない」状況にあると思います。 

思い出して欲しい大切な事ですが、私たちがビジネスを開始した時、米国には「市場」などあ

りませんでした。1995 年から 2003 年にテレビ放送された「ポケモン」「セーラームーン」「ドラゴ

ンボールＺ」の登場で大きく飛躍しました。 

その後セールスが縮小した大きな理由は、マーケットが過剰飽和したからだとそれぞれの米

国のアニメ販売会社は感じています。 

ひとつの大きな問題は、日本のプロデューサーが大きな利益を前払いで得るように試みよう

と決めた事です。アニメの前払い金（＝ＭＧ）は、配給会社の利益を超えて、はるか彼方にま

で行ってしまいました。 

例えば、Videoscan によると、平均的なＤＶＤが約 8万㌦の営業利益を生み出せるとします。 

ライセンス料が「１話4万㌦だ」と言われ、英語吹替版の制作に「1話1万ドル」と言われたとし

ましょう。1 枚に 4 話収録です。配給会社は 8万㌦の利益のために 20 万㌦を投資しなくては

ならないのです。 

会社は、例えば宮崎監督の映画のようなタイトルであれば、権利を獲得するために巨額の前

払い金（ＭＧ）を支払うことが必要です。しかし、すべてのアニメが宮崎作品や、「ポケモン」、

「カウボーイビバップ」などのように売れるわけではありません。 

 

その上、米国のどこにも 3000 タイトルのアニメ DVD をストックしている店はありません。 

発売しているすべてのアニメをお客さんに見せる唯一の方法は、電子的アクセスです。 

私たちはインターネット上でプロモートしたいと考えています。何故ならお客さんはまず絵（ア

ート）に興味を持ち、次にストーリーに興味を持ち、それから DVD を買ってくれるようになるわ

けです。見たことも聞いたこともないアニメは誰も買わないでしょう。 

メディア・ユーセッジには 3つの種類があります。“3C”です。コンタクト(contact)、収集(collect)、

消費(consume)です。日本語だと“3S”ですね「接触」「消費」「収集」。これは© Central Park 

Media ですよ！（笑） 

「接触」はアニメエキスポやオタコンなどのアニメ・コンベンションでライブイベントに参加すると

いう意味です。 

「収集」は DVD やコミックブックを集める趣味のことです。 

「消費」はテレビを観ること、ビデオをレンタルすることや、Bit Torrent などから電子ファイルを

ダウンロードして「観捨て」することです。 

私たちは人々に「買ったり」「収集したり」するのと同じように「消費」する機会を提供したいと思

っているのです。 

2006 年 2 月 15 日 Central Park Media にて （ニューヨーク） 

インタビュアー 海部正樹 (Wowmax Media) 
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