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Ⅰ 映画 

 

1. 一次利用（映画興行） 

 

米国映画連盟（Motion Picture Association of America, MPAA）によれば、2009 年の北米映

画興行収入（米国とカナダ）が初めて 100 億ドルの大台を突破し 106 億ドルとなった。 

前年（2008 年）と比べて 10.1%増、5 年前（2005 年）と比べると 20.3%の伸びである。2002

年の 15 億 7000 万人をピークに減尐傾向が続いていた観客動員数も、2008 年の 13 億 4,000

万人から 5.5％回復し、14 億 2,000 万人となった。映画館へ客足が戻ってきたように見える。

一人当たり（2 歳以上）の年間入場券購入枚数も、2008 年から 0.1 枚増加し 4.3 枚となって

いる。 

 

米国映画連盟によれば、年間入場券購入枚数の対前年比がプラスとなったのは 2002 年以

来、実に 7 年ぶりのことである。米国映画連盟は映画館に客足が戻った大きな理由として、

映画の立体上映(3D)のヒットを指摘している。ドリームワークスのアニメーション映画『モ

ンスターVS エイリアン』やディズニーのアニメーション映画『カール爺さんの空飛ぶ家』、

そして 12 月に封切られた『アバター』など、3D 立体視で製作された映画がヒットし、2009

年の北米映画興行収入 106 億 1,000 万ドルのうち 10.74％にあたる 11 億 4,000 万ドルが 3D

立体映画（上映）の興行収入となった。映画情報サイト Boxofficemojo によれば過去 20 年

間(1981～2011)に米国で商業上映された立体映画は 72 本で、このうち 42 本は 2009 年以降

に公開されている。 

 

図-01『米国内興行収入』 

出所：出所：米国映画連盟より Wowmax Media!作成 
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図-02『立体上映（3D）興行収入』 

出所：米国映画連盟より Wowmax Media!作成 

 

 

図-03 『米国で公開された映画本数：通常上映（2D）と立体上映（3D）』 

出所：米国映画連盟より Wowmax Media!作成 
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図-04『立体上映（3D）映画の興行収入（歴代上位 10 本） 』 

出所：Boxofficemojo 

 

 

図-05『米国種類別映画館数』 

出所：米国映画連盟 

 

 

3D 立体上映対応のデジタルスクリーンの普及も進んでおり、2009 年には全世界で前

年の 3 倍以上増え、8,989 スクリーンとなった。米国映画連盟によると、これは全世界の

総スクリーン数の 6％に相当するという。 
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図-06『世界の 3D 上映用スクリーン数』 

出所：米国映画連盟 

 

 

映画館での 3D 立体上映には、Real D、Dolby3D、IMAX3D、XpanD という 4 種類の方式

があり、それぞれの特徴は以下の通りである。 

 

リアル D 

（Real D） 

偏光レンズを使用した専用立体メガネを使用。Real D 方式の導

入には映画館側でも特殊なシルバースクリーンを取り付ける必要

がある。プロジェクターも高価で、導入コストはかかるが、偏光メ

ガネ自体は安価に量産できるためランニングコストが安くなり、米

国では普及が進んでいる。 

ドルビー3D 

（Dolby 3D） 

アナログ時代から存在するアナグリフ方式の進化型。赤青から色

域全体まで拡張させ、色の成分で左右の動画を分割する方式。従来

のスクリーンを使って上映できるため導入コストは低く抑えられ

るものの、使用する立体メガネが高価でランニングコストが高くな

る傾向にある。そのため採用が進んでいないとされる。 

アイマックス 3D

（IMAX3D） 

リアル D と同じ偏光メガネを使用するが、偏光方式は異なる。

もっとも歴史ある上映方式で、2 台のプロジェクターを使用する。

巨大スクリーンと迫力ある立体動画が特徴である。 

ただし、特殊な劇場を建設する必要があり、設備投資が大きく、

入場料金が割高となる場合が多い。 

エクスパンド 

（XpanD） 

液晶シャッターメガネを使用した方式。従来の映画スクリーンで

上映可能なため、設備投資が尐ない。液晶シャッターという構造の

ため、動画がやや暗めに見える傾向があるという。日本では導入が

進んでいるが、米国ではあまり普及していない。 
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図-07『2009 年に米国で上映された 3D 立体映画の上映方式』 

出所：各社資料より Wowmax Media!作成 

 

 

図-08『立体上映方式の占有率（2009 年）』 

出所：Adams Media / Bloomberg 
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2. 二次利用（ホームビデオ、動画配信） 

 

2-1 ホームビデオ 

 

米国映画産業の大きな収益源であるホームビデオ（DVD などのパッケージメディア）の

売上げが、この数年で大きな変化を見せている。米ホームビデオ業界専門誌ホームメディ

ア・マガジンは、「これまで店頭やインターネット通販で DVD を購入していた顧客の嗜好

が、インターネットのストリーミング配信やダウンロード購入に移っている」と指摘して

いる。実際のところ DVD に続く次世代メディアとして登場したブルーレイディスク（BD）

の売上げは増えているものの、DVD 販売の下落を埋めるには至っていない。 

 

米調査会社アダムスメディアによれば、セルとレンタルを合わせた 2009 年の米国ホーム

ビデオ市場規模は 174 億ドル。2004 年の市場規模 219 億ドルから△21％の縮小である。 

 

ところがこの間にデジタル動画配信の市場規模は 7 億ドル(2004 年)から 21 億ドル(2009

年)に拡大している(調査会社デジタル・エンタテイメント・グループより)。ホームメディ

ア・マガジンは、デジタル動画配信の市場規模は 2014 年には 63 億ドルに達すると予測し

ている。この成長は動画配信サイトのフルーやストリーミング配信ビジネスを普及させた

ネットフリックスなど新興動画配給事業者の影響が大きいとされている。 

 

図-09『米国セルビデオの売上高推移』 

出所：Adams Media Research/エンタテインメント・マーチャント・アソシエーション 

より Wowmax Media!作成 
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図-10『セルビデオ（DVD と BD）販売枚数トップ 10（2009 年）』 

出所：エンタテインメント・マーチャント・アソシエーション 

 

 

レンタルビデオの流通には変化が起きている。回転数全体に占めるレンタルビデオ店舗

ルートの占有率は 2003 年には 94.4％と、ほぼ寡占状態であった。これがわずか 4 年のうち

に 61.4％（2007 年）に減っている。代わりに増えてきたのがネットフリックスに代表され

る会員制オンラインレンタルである。また 2006 年以降、新たにキオスクと呼ばれる自動販

売機によるレンタルが登場し、急成長している。 

 

図-11『米国レンタルビデオの売上高推移』 

出所：Adams Media Research/エンタテインメント・マーチャント・アソシエーション 

より Wowmax Media!作成 
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2-2 動画デジタル配信 

 

調査会社デジタル・エンタテインメント・グループによれば、ケーブルテレビ、衛星放

送プラットフォーム、インターネットを経由した VOD（ビデオ・オン・デマンド）を含む

動画デジタル配信売上高は 21 億ドル（2009 年）である。動画配信は DVD やブルーレイ・

ディスク（BD）など動画パッケージ商品市場と比べれば小さな規模だったが、インターネ

ットの普及などで 2006 年以降、急速に成長したものである。 

 

図-12『動画デジタル配信の売上高推移』 

出所：デジタル・エンタテインメント・グループ 

 

 

動画配信には、インターネットに接続した状態でのみ視聴可能なストリーミング型配

信と、デジタルコンテンツとして自前の端末（パソコン、携帯電話、携帯用音楽プレイ

ヤーなど）に保存・蓄積ができるダウンロード型配信がある。 

 

このうちストリーミング型動画視聴では、検索大手グーグル傘下のユーチューブが利

用数の約半分を占めている。 

 

ユーチューブは 2005 年 12 月にサービス開始した動画投稿サイトである。ユーチュー

ブが画期的だったのは、すべてのアカウント登録者に長さ 10 分以内、データ容量 2 ギ

ガバイトまでの動画を無料でアップロードすることを可能としたことである。同社は

2006 年 10 月に 16 億 5,000 万ドルでグーグルに買収された。 
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インターネット情報サイトのコム・スコアの調査(2010 年 4 月)によれば、米国内の家

庭、職場、大学などから一ヶ月間に視聴された動画本数は約 312 億 4,100 万本。このう

ち 41.8%にあたる 130億 5,600万本がユーチューブを含むグーグルサイトの利用である。

これは、第 2 位 HULU のシェア 3.4%を大きく引き離し、文字通り一強体制を継続して

いる。第 2 位のフルーは米国エンタテイメント企業集団 NBC ユニバーサル、ニューズ

コーポレーション（フォックス）、ウォルト・ディズニーが共同事業としてスタートし

た動画配信サイトである。動画視聴数 10 億 7,000 万本。注目したいのは、その急成長

ぶりで 2009 年 3 月調査では 3 億 8,000 万本、シェアは 2.6%で第 3 位であったが、この

1 年間で利用数が 2.8 倍増え第 2 位になった。 

 

コム・スコアはフルー利用が増えている要因として、同サイトが正規に許諾を受けた

コンテンツのみを配信していることを指摘している。これにより利用者は多くの番組全

編を楽しむことができるからである。また、ユーチューブと比較して良質な広告スポン

サーが付いていることも見逃せない。フルーはいまのところ配信を米国内向けに限定し

ている。ただし現在株式公開を準備中で、そこで調達した資金をもって米国外向の動画

配信の許諾を受け、ユーチューブのように全世界向けサービスを開始することを計画し

ているとされる。これが実現すれば、さらに急速に占有率を拡大する可能性があると思

われる。米調査会社ケーガンは、2014 年までに全世界の動画配信利用可能世帯は 62 億

9,000 万世帯に達すると見ている。 

 

図-13『米国内からの動画サイト利用数』 

出所：コム・スコアより Wowmax Media 作成 
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3．米国における日本映画市場動向 

 

3-1 映画興行 

 

米国における日本映画市場を大別すれば、日本映画を米国内で劇場公開し、ホームビデ

オを販売する二次利用ビジネスと、映画のストーリーやアイデアをハリウッド映画用に脚

色（アダプテーション）するために販売する原作権ビジネスがある。 

 

劇場公開は興行収入を得ることよりプロモーションを目的とする場合が多い。そのため、

公開劇場数は絞込み、公開期間を長めにする方法がとられる。最近のアニメ映画としては

破格に公開規模が大きかった「崖の上のポニョ」（配給ディズニー）でも 927 館であった。

全米の映画館数は約 5,000 館でハリウッド映画の大作であれば 4,000 館を超える劇場で封切

られている事と比較すれば、これでもミニチェーンの規模であることがわかる。 

 

2007 年頃から、通信衛星を活用したデジタル映画上映システムの運営会社ファザムが主

宰する上映も行われた。これはオペラや人気のあるスポーツの試合を通信衛星経由で劇場

へ配信し、大スクリーンと大音響を売りにして、映画館が空いている平日の夜などに集客

する有料イベントプログラムで、日本の映画配給会社ビズ・ピクチャーズとファニメーシ

ョンなどがアニメや実写映画の上映イベントを実施している。この場合、全米の主な都市

を網羅する 300 館程度の劇場で一晩だけの上映となる。集客が良く、入場料金も一般興行

より配給側に有利な条件で配分されるため、配給側の評価も高いが、ファザムのイベント

上映スケジュール枠を確保することが難しく、限られた本数になっている。 

 

 

図-14『米国で商業公開された日本映画』 

出所：Boxofficemojo より Wowmax Media!作成 
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3-2 ホームビデオ 

 

アニメと比べると実写作品の市場規模は小さく、日本映画、テレビ番組、アニメの DVD

売上全体の 92％はアニメであり、実写は『ゴジラ』のような特撮映画を含めても 8％であ

る。 

 

図-15 はアニメを除く実写日本映画のホームビデオ販売数の歴代トップ 10 である。単品

ではホラー映画『オーディション』がトップだが、『ゴジラ』シリーズが 5 タイトルランク

インしている。次にホラー映画が 4 タイトル、そして黒澤明監督の『七人の侍』である。

販売ルートはビデオ専門店とベストバイなどの家電量販店が多い。ハリウッド映画や人気

テレビ番組などのホームビデオ商品はウォルマートやターゲットなど大型量販店が販売数

の半分を占める。日用品の購入のついでに DVD も買うという購入スタイルである。これに

対してビデオ専門店や家電量販店は、ビデオを買う目的をもって店舗に行く趣味性の高い

客が多いと考えられる。 

 

図-15『日本映画の DVD 販売数歴代トップ 10』 

出所：Nielsen Video Scan より Wowmax Media!作成 
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3-3 リメークとアダプテーション 

 

原作権ビジネスであり、過去 12 年間（1996～2008 年）に米国映画会社がリメーク（再映

画化）またはアダプテーション（脚色、改作）して商業公開した日本映画は 10 作品である。

ドリームワークス製作の映画『ザ・リング』（2002 年）は米国で“ジャパニーズホラーブー

ム”を起すとともに、リメークのソースとして日本映画にハリウッドの企画開発者たちの目

を向けさせるきっかけとなった。 

 

米調査会社ナッシュ・インフォメーションは 1995 年から 2011 年 2 月の期間に米国内で公

開された映画の原作・原案を発表している。それによれば、期間内に公開された映画 7,364

本のうちリメーク映画は 225 本で 3％となる。これを興行収入で見てみると、期間内の合計

1,789 億 6,000 万ドルのうち 6.5％にあたる 116 億 7,000 万ドルをたたき出している。 

 

また、映画情報サイトのボックスオフィスモジョによれば 1980 年から 2011 年 3 月までに

米国で公開されたリメーク映画のうち原作映画の製作国はフランスが 37 本、英国が 6 本、

日本を含むアジアが20本である。このうち日本映画は11本でアジアの過半数を占めている。 

 

日本の映画やアニメ、マンガなどのリメーク権や映画化権をハリウッドが買ったという

ニュースをたびたび目にする。とは言っても実際にスクリーンに登場するまでに複雑なプ

ロセスと長い時間が必要なのがハリウッド映画である。 

 

その中で、テレビアニメ『マッハ Go! Go! Go!』原作の『Speed Racer』、マンガ『ドラゴン

ボール』原作の『Dragon Ball: Evolution』、アニメ『鉄腕アトム』原作の『Astro Boy』など

が続いて公開された。いずれも興行的には振るわなかったが、ハリウッド映画産業の原作

獲得需要は、尐しも衰えていない。今のトレンドは『トランスフォーマー』の成功を受け

た『巨大ロボット』ジャンルと、比較的製作費が安くなる『ホラー』ジャンルに関する発

表や問い合わせが多いようだ。 
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図-16『ハリウッド映画の原作、原案』 

出所：Nash Information より Wowmax Media!作成 

 

 

ここで興味深いニュースを紹介したい。日本のライトノベルから書き起こされた映画脚

本が 7 桁の高額でハリウッド映画スタジオに売れた。 

 作品は桜坂洋（著）、安倍吉俊（イラスト）の『All You Need Is Kill』。集英社のスーパー

ダッシュ文庫のタイトルで、同社米国系列出版社である VIZ Media から英語翻訳版も出版さ

れている SF 小説だ。この作品の動画オプション権を VIZ が取得し、映画製作会社 3Art’s Film

と共同で映画脚本として完成させ、その脚本をハリウッド映画スタジオの Warner Brothers 

が 3 百万ドルに近い金額で買取った。情報サイト deadline.com によれば 12 ヶ月以内に撮影

が開始されるという。 

 

『ドラゴンボール』や『鉄腕アトム』と比べて米国での知名度やブランド力が高い原作

という訳では無い。それでも成約に到ったのは、原作のストーリーやコンセプトが魅力的

で脚本が良かったからだろう。ハリウッド映画に企画を売り込むとき、求められるのは「ブ

ランド力」または「ハイコンセプト」である。本件にあてはめれば、原作のストーリーが

「ハイコンセプト」だったということだ。 
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図-17『アジア映画のハリウッドリメーク映画興行成績トップ 10』 

出所：Boxofficemojo より Wowmax Media!作成 

 

注：『The Ring Two』は日本映画『リング』を脚色して Dream Works が製作したハリウッド映画『The Ring』の続編と

してオリジナルストーリーで開発された。そのため、厳密には日本で製作された映画の脚色ではないが、原作の権利連

鎖からオリジナルを日本映画『リング』とした。 
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4. 日本映画の販売ルート 

 

図-18『販売ルート図』 

作成：Wowmax Media! 

 

 

海外バイヤーに映画を売込むため、まず権利を有する製作委員会の組合員のうち、海外

との取引交渉を行い契約締結する権利をもつ海外窓口担当会社や海外販売権を有する映画

配給会社が、プライベート・スクリーニングの開催や国際映画祭への出品、国際フィルム

マーケットへの出展などを行い、米国の劇場配給会社に試写（スクリーニング）をして貰

う。 

 

通常、日本の製作委員会が目指す目標は、a)米国の映画館での上映、b)DVD の発売と販

売、c)テレビ放送権の販売である。米国の配給会社が決まると、公開用の英語字幕や吹替え

版を製作し、マーケティングとプロモーションを経て映画館で公開される。 

 

二次利用はウィンドウと呼ばれるライセンス手法で上映、配信、発売、放送が実施され

ていく。ウィンドウとは次々に登場する新しいメディアに対応しながら、常に最大限の収

益を産み出せるようにハリウッドで考えられたライセンスのルールで、日本でも導入され

ている考え方である。一般的に、映画館での公開日を起点として 3 ヶ月後にデジタル動画

配信、6 ヶ月後にホームビデオ、ホームビデオ発売日を起点として 12 ヶ月後にペイテレビ

（有料テレビ）、24 ヶ月後にフリー（無料）テレビへライセンスするというものであるが、

この期間設定は配給会社や作品ごとに異なっているので、あくまでも目安として欲しい。

このウィンドウに沿って米国映画配給会社がライセンス販売する。 
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米国映画産業、つまりハリウッドは米国内だけではなく世界中から映画の題材を収集し

ている。歴史的事件、小説、マンガ、テレビ番組と何でもありである。その中でも目新し

い題材で開発期間の短縮やコスト削減ができるというメリットがある外国映画のリメーク

（再映画化）やアダプテーション（脚色・改作）の権利を積極的に獲得している。日本に

もハリウッドプロデューサーが来日し、アニメやゲームの映画化権を契約している。 

 

一般的にはオプション契約と呼ばれる一種の選択権を映画製作会社のプロデューサーが

買う。これによりハリウッドプロデューサーは 18 ヶ月間程度の独占開発期間を得て、その

間に脚本を開発し、監督や俳優と交渉し、米国映画配給会社から配給合意を取り付け、資

金を集めて映画製作の実現性を高め、条件が整えば選択権を行使して映画化権（翻案権）

を正式に契約し買取ることとなる。 
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5. 今後の市場規模予測 

 

DVD や BD の販売が伸び悩むなか、フルーやネットフリックスなど大手コンテンツ配信

事業者によるストリーミング方式の動画配信の人気が高まっている。さらに、インターネ

ットコンテンツがテレビで楽しめるグーグルテレビが登場したことで関心が集まった。 

ユーチューブに続く動画配信サイト第 2 位のフルーは従来の無料配信に加えて 2010 年 7

月からフルー・プラスという有料配信サービスを開始するなど、サービスも多様化してい

る。 

 

ハリウッド映画は、映画興行が主要な収入源であり続けるだろうし、立体映画(3D)が映画

館への集客力を発揮することも期待できる。 

 

その一方で、日本映画の米国公開や英語版 DVD 販売などの二次利用市場は、あくまでも

ニッチビジネスの範囲であり続けるだろう。米国で日本映画を配給する多くの会社は、DVD

販売収入を目標としており、映画興行は DVD を売るためのプロモーションと位置づけてい

るが、今後は小規模劇場公開、ストリーミング配信、ダウンロード販売、DVD レンタルを

組み合わせたモデルになるのではないだろうか。インターネットを経由することでより多

くの作品が米国市場に投入される可能性が出てきたことで、多種の商品が尐量ずつ売れる

ことで市場が伸びるロングテールが期待できるからだ。課題は英語字幕や吹き替えなどの

ローカライズ費用とプロモーションである。ソーシャルメディアを活用したプロモーショ

ン手法の開発が望まれる。 

 

ハリウッド映画製作会社へのリメーク権販売は続くだろう。しかし、映画化権が販売さ

れるということと、映画化が実現するということは同じではない。最近よく『○○がハリウ

ッド映画化決定』という記事や発表を目にする。若干誤解を招き易い記述だと思う。何故

ならば、実際は前述のオプション契約の締結段階であることが多いからだ。ハリウッドの

プロデューサーも映画化が実現するまでには脚本開発、資金調達、スタッフ、出演者、配

給契約などさまざまな課題を解決しなくてはならないわけで、多くの作品は脚本開発で終

わってしまう。クリエイティブコントロール権の扱いで契約交渉が頓挫する場合も散見さ

れる。 

 

例えば、原作サイドがオリジナルのスタイルやトーンを守りたいと考え、世界中でヒッ

トするわかりやすいハリウッドスタイルの脚本開発思想が上手く合わないというような場

合、最終決定権は原作サイドかそれとも買ったプロデューサーか、どちらが持っているか

ということを、契約書に明記する場合である。買った側からしてみれば「リスクを背負っ

て莫大な製作資金を調達し、世界でヒットさせ、印税もしっかり払うのだから自由に作ら

せてくれ」ということになるし、原作サイドからすれば「そうは言っても、好き勝手にや
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られては困る』ということになる。また、仮にある程度妥協が成立したとしても、「ハリウ

ッドの考え方はわかるが、全部プロデューサーが決める権利があるということを契約書に

明記するのは原作サイドとしては勘弁して欲しい」ということもある。このあたりの調整

が大変で、実際の映画化実現が尐ない原因のひとつになっているとも言える。 
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参考 映画の格付（レイティング） 

 

米国映画連盟が定めた映画の格付（レイティング）は以下の通りである。 

 

図-19『映画の格付（レイティング）』 

出所：MPAA より Wowmax Media!作成 

 

G（General Audiences）・・・すべての年齢向け 

 

PG（Parental Guidance Suggested）・・・保護者同伴 一部子供向けでない 

 

PG-13（Parenets strongly cautioned）・・・一部が 13 歳以下の子供には適さない 

 

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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Ⅱ テレビ番組 

 

1. 一次利用（テレビ放送） 

 

1-1 視聴者 

 

米調査会社ニールセンが発表した『メディアユニバース調査 2010』によれば、テレビ受

像機を最低 1 台保有しているテレビ視聴世帯は 1 億 1,590 万世帯で、このうち 31%が 4 台

以上の受像機を保有している。全米平均では 1 世帯あたり 2.5 台で、スタンダード(通常画

質)テレビが 1.6 台、HD（高精細度）テレビは 0.9 台である。米国内の HD テレビ台数は

6,500 万台で平均保有台数は 1.5 台なので、推計で全米テレビ視聴世帯の 37％にあたる

4,333 万世帯が HD テレビを持っていることとなる。これは日本の薄型テレビ（HD 対応）

の普及率 61.9％に比べてかなり低い数字である(注 1)。 

 

注 1：総務省『平成 21 年度全国消費実態調査』より試算。 

 

図-01『テレビ受像機保有台数』 

出所：ニールセンより Wowmax Media!作成 

 

 

1-2 視聴環境 

 

全米テレビ視聴世帯 1 億 1,590 万世帯のうち 60％にあたる 7,000 万世帯がケーブルテレ

ビに加入し、30％にあたる 3,470 万世帯が衛星放送に加入している。残りの 10％が地上波

を直接受信していると考えられる。この割合は、尐なくとも過去 5 年間は概ね固定してお

り、地上波デジタル化によっても米国世帯のテレビ視聴手段に大きな変化はなかったよう

だ。 
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図-02『テレビと AV 機器の保有状況』  

出所：ニールセンより Wowmax Media!作成 

 

 

 

1 週間の平均テレビ視聴時間をみると、65 歳以上が 1 週間に 48.9 時間。1 日に換算する

と約 7 時間であった。これに対して 2 歳から 11 歳の子供は 1 週間に 25.8 時間。1 日に換算

すると約 3.7 時間であった。インターネットの時代ではあるが、米国エンタテインメントビ

ジネスの主流であるキッズ市場でのキャラクター展開には、やはりテレビ放送が効果的と

読むことができるだろう。 
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2 二次利用 

 

2-1 テレビ番組製作会社 

 

米調査会社ファースト・リサーチによると、米国には約 500 社のテレビ製作会社があり、

2010 年の年間総売上高は 550 億㌦で、この 2 年間で約 4.3 倍増えている。（2008 年 130 億

ドル）。 

 

主要な事業者は NBC ユニバーサル、CBS テレビジョンスタジオ、ディズニーABC、20

世紀フォックス・テレビジョン、ワーナー・ブラザーズ・テレビジョングループ、ソニー・

ピクチャーズテレビジョンで、この 6 社だけで番組製作とその二次利用流通によるテレビ

番組総収入の 30％を占めている。 

 

このように寡占化が進んだ業界であり、上位 50 社で総収入の 80％になっている。地上波

ネットワークで放送される大きな番組制作は上位 50社のような大手製作会社に有利である。

何故ならば、これらの会社は豊富な資金を背景としたクリエイティブスタッフと技術スタ

ッフの確保、人気番組の演出家やテレビタレントとの複数年契約などができるからである。 

 

他方、業界の大多数を占める中小規模の製作会社は、特徴のあるテーマでニッチな視聴

者向け番組に特化し、米国では多数ある大手ではないケーブルテレビチャンネルやそれ以

外の動画配信向け番組の製作を手がけている。 

 

主な事業内容はテレビ番組、コマーシャル、DVD など関連商品の制作（Production) と

販売（Distribution)である。制作する番組ジャンルはテレビ映画、ドラマ、シチェーショ

ン・コメディ、バラエティ（Reality)、ゲーム、トークショー、ドキュメンタリー、子供向

けのアート番組、ニュースなどである。多くはスクリプテッドと呼ぶ台本があるタイプの

番組である。 

 

一般的に、収益は一次利用となる初回放映（First-Run)より再放映や DVD など二次利用

が多くなる場合が多いようである。番組販売会社（Distributor）の販売先を売上高ベース

で見ると、ネットワークテレビでの初回放送（一次利用）は 45％であるのに対して、ケー

ブルテレビや衛星放送、シンジケーションと呼ばれるローカルテレビ局への番組販売の合

計が 35％、これに DVD や動画配信の 20%を加えると二次利用収入が 55％を占めている。 
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図-03『米国テレビ番組販売会社の販売先（2010 年）』 

出所：First Research より Wowmax Media!作成 

 

 

 

 

2-2 ホームビデオ 

 

米調査会社ナッシュ・インフォメーションが発表した 2010 年のセル DVD トップ 100 タ

イトルのうち、テレビ番組は 6 タイトル、販売枚数の 3.1％である。 

 

DVD が最も売れたテレビ番組は、スティーブン・スピルバーグとトム・ハンクスがプロ

デュースしたペイテレビ局 HBO のミニシリーズドラマ『ザ・パシフィック』である。 

 

またニールセン・ビデオスキャンによれば、ホームビデオの 82.8％は劇場映画、13.9％

はテレビ番組を原盤としていることがわかる。 
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図-04『TV 番組 DVD の販売数上位タイトル（2010 年）』 

出所：Nash Information より Wowmax Media!作成 

 

 

図-05『米国セル DVD の原盤（2009 年）』 

出所：Nielsen Video Scan より Wowmax Media!作成 

 

 

 

2-3 動画配信 
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動画配信には、インターネットに接続した状態でのみ視聴可能なストリーミング型配信

と、デジタルコンテンツとして自分の端末（パソコン、携帯電話、携帯用音楽プレイヤー

など）に保存・蓄積ができるダウンロード型配信があるが、現在のところテレビ番組の動

画配信はストリーングが主流である。 

 

インターネット情報サイトのコム・スコアの調査(2010 年 4 月)によれば、米国内の家庭、

職場、大学などから 1 ヶ月間に視聴された動画本数は約 312 億 4,100 万本。このうち 41.8%

にあたる 130 億 5,600 万本がユーチューブを含むグーグルサイトの利用である。第 2 位フ

ルーのシェア 3.4%を大きく引き離し、文字通り一強体制を継続している。 

 

フルーは米国エンタテイメント企業集団ユニバーサル/NBC、ABC、フォックスが共同事

業としてスタートした動画配信サイトであり、動画視聴数 10 億 7,000 万本。注目したいの

は、その急成長ぶりで 2009 年 3 月調査では 3 億 8,000 万本、シェアは 2.6%で第 3 位であ

ったが、この 1 年間で利用数が 2.8 倍増え第 2 位になった。 

 

コム・スコアはフルー利用が増えている要因として、同サイトが正規に許諾を受けたコ

ンテンツのみを配信していることを指摘している。これにより利用者は多くの番組全編を

楽しむことができるからである。また、ユーチューブと比較して良質な広告スポンサーが

付いていることも見逃せない。フルーはいまのところ配信を米国内向けに限定している。

ただし現在株式公開を準備中で、そこで調達した資金をもって米国外向の動画配信の許諾

を受け、ユーチューブのように全世界向けサービスを開始することを計画しているとされ

る。これが実現すれば、さらに急速に占有率を拡大する可能性があると思われる。米調査

会社ケーガンは、2014 年までに全世界の動画配信利用可能世帯は 62 億 9,000 万世帯に達

すると見ている。 

 

米国で宅配レンタルビデオ事業を展開するネットフリックスは会員数 1,500 万人、英語

圏の作品、海外作品合わせて 100,000 タイトル以上を持っている。同社は、レンタルビデ

オはインターネット動画配信によって取って代わられることになるとして、動画配信サー

ビスに注力し、すでに 2008 年 11 月からゲーム機 Xbox360 のネットワーク接続機能を生か

したストリーミング方式のオンラインレンタルを開始している。 

 



27 
Copyright © 2011 JETRO. All rights reserved. 

 

また、米映画スタジオのパラマウント、MGM、ライオンズゲート等の共同事業でスター

トした新興ケーブルテレビ局エピックス(Epix)と番組供給契約を結んだ。5 年契約で 9 億ド

ルという破格のライセンス料も話題を呼んでいる。 

ブルームバーグの 2010 年 8 月 25 日付記事によれば、多機能携帯端末 iPhone、iPod や

タブレット型コンピュータ iPad などヒット商品を連発するアップルも、1 話 99 セントで

テレビ番組を提供するインターネット経由のデジタルレンタル事業を準備中と報じた。前

述のように、コンテンツ確保を進めるネットフリックスや海外展開を視野に入れるフルー

を意識してのことと指摘している。 

 

これまでアップルのコンテンツはダウンロード販売（デジタルセル）が中心で、価格帯

も 2 ドル 99 セントである。アップルも当初は月額 30 ドルの定額契約を目指したが、既存

の競合企業、すなわちコムキャストやワーナーコミュニケーションズなどケーブルテレビ

運営事業者（MSO）などへの影響を懸念したコンテンツホルダーが難色を示したため見送

られたとも言う。その結果 1 話ごとのレンタルになったとのことだが、価格も 1 話 99 セン

トと大幅に引下げられている。 

 

図-06『テレビ番組のデジタルセルとデジタルレンタル市場規模』 

出所：Adams Media Research 
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図-07『テレビ番組のストリーミング配信市場規模』 

出所：Adams Media Research 
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3. 日本のテレビ番組 

 

3-1 ホームビデオ 

 

米国でホームビデオが発売されたアニメを除く日本製テレビ番組では時代劇が売れてい

る。人気番組は『座頭市シリーズ』と『子連れ狼シリーズ』である。『子連れ狼』は原作マ

ンガの英語翻訳版や、舞台を未来にした SF アダプテーションコミック版『Lone Wolf 2100』

も発売されており、人気のほどが伺える。 

 

バラエティ番組では TBS の『風雲たけし城』を改作した『モスト・エクストリーム。エ

リミネーション・チャレンジ (MXC)』が人気だ。米ケーブルテレビ局スパイク TV で 2003

年から 2007 年にかけて放送されたもので、フォーマット番組ではなくオリジナルを再編集

し意訳した英語に吹替えた。 

 

図-08『日本製 TV 番組シリーズの DVD 販売数（歴代上位タイトル）2009 年 1 月現在』 

出所：Nielsen Video Scan より Wowmax Media!作成 

 

注）指標は歴代第 1 位『座頭市』シリーズの販売数を 100 として換算した比率 

 

3-2 日本語コミュニティ向け放送 

 

テレビ番組は日本国内での放送のみを目的とした権利だけが処理されている場合が多く、

海外での展開に関し出演者を含む権利者側の理解が得られず権利処理できない場合も多い。

このような中で在米日本人を主な視聴者ターゲットにした日本国内番組販売の延長という

特殊サービスとして位置づけられている。そのためドラマなどで英語字幕をつけないケー

スもある。 

 

番組供給会社のうち全米規模でサービスを行っているのは、NHK が中心となって運営し

ているペイ TV のテレビジャパンとフジテレビのグループ会社フジサンケイ・コミュニケー

ションズ・インターナショナル(FCI)の 2 社で、それ以外は都市ごとの地元番組供給会社で

ある。もともと地元番組供給会社はローカルテレビ局の放送枠を時間単位で買取り、ロー

カルのスポンサーから広告出稿を得て収入を得るモデルである。 
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2009 年 6 月よりスタートした米国地上波デジタル化にともない、地元ローカルテレビ局

のサブチャンネルを借用して 24 時間の通常画質（スタンダード）放送を行っている事業者

もでてきた。米国内でも比較的大きな日本語コミュニティがある西海岸など限られた地域

ではあるが、日本のテレビドラマやアニメの放送も行われている。 

 

3-3 フォーマット販売 

 

テレビ番組の基本的なアイデアと構成、具体的な制作内容と手順をパッケージ化して番

組を再制作（リメーク）する権利を売ることをフォーマット販売と言う。権利を買った海

外のテレビ局としては、開発や制作するうえで発生するさまざまな手順がマニュアル化さ

れているため、尐ない制作費で自国ニーズに合わせた独自番組が作れるというメリットが

ある。 

 

フォーマット販売の業界団体 FRAPA（Format Recognition and Protection Association）

によれば、世界最大の番組フォーマット輸出国は英国で 2006年から 2008年の 3年間で 146

番組を国外に輸出した。例えば 1992 年に制作されたゲーム番組『サバイバー Survivor』

は日本を含めた 40 以上の国や地域へフォーマット販売され、制作放映されている。2 番目

の輸出国が米国で、同じ期間内に 87 番組を輸出した。 

 

日本も 2008 年 9 月にフォックスネットワークでフジテレビのバラエティ番組『とんねる

ずのみなさんのおかげでした』のコーナー企画『脳かべ』やスポーツバラエティ番組『サ

スケ』などがフォーマット番組化されているが、番組数は 3 年間で 16 番組である。 

 

他方、フォーマット番組の最大輸入国はスペインで 92 番組、第 2 位はフランスで 79 番

組である。日本はわずか 1 番組であった（『クイズ＄ミリオネア』）。 

 

米国は 67 番組を輸入しており、日本との関係でも米大手タレントエージェンシーのウィ

リアム・モリスがテレビ朝日と『いきなり！黄金伝説』のコーナー『芸能人節約バトル 1

ヶ月 1 万円生活』や『ロンドンハーツ』の『格付けしあう女たち』のフォーマット販売代

理店契約を結ぶなど、活発な動きが見られる。 
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図-09『国別フォーマット番組取引数』 

出所：FRAPA 
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図-10『フォーマット番組製作費』 

出所：FRAPA 

 

 

図-11『FRAPA が選ぶ世界で成功した 10 のフォーマット番組』 

出所：FRAPA 
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4．テレビ番組の販売ルート 

図-12『テレビ番組の販売ルート』 

出所：Wowmax Media!作成 

 

 

日本語コミュニティ向け番組販売は、日本国内向番組販売の特例という位置づけとなっ

ている場合が多い。全米規模番組供給会社は NHK が中心となって運営するテレビジャパン

とフジ・メディアホールディングス傘下の FCI を指す。テレビジャパンは衛星プラットフ

ォームの Dish Network を中心として全米に番組を有料配信している。FCI は特に日本人

コミュニティの多い西海岸、東海岸とハワイのローカルテレビ局の時間枠を買取り番組放

映している。 

 

バラエティ番組等のフォーマット販売は、番組の権利保有者である日本のテレビ局や番

組販売代理店が作成した番組フォーマット資料を基にリメーク権をライセンスするもので

ある。日本のテレビ局や番組販売代理店は、用意したフォーマット資料を持ち、番組の種

類や状況に応じて米国の文芸・タレントエージェンシーや実力のあるプロデューサーがい

る番組制作会社に企画化を売込む。 

 

クリエイティブ・アーティスト・エージェンシー（CAA）、ウィリアム・モリスなど米国

大手文芸・タレントエージェンシーは俳優だけでなくプロデューサーや構成作家、演出家

もマネージメントしている。有名俳優などをマネージメントするエージェントは映画会社

やテレビネットワークにも強い影響力を持っており、自社に所属するタレントやスタッフ

と企画をセットにした『パッケージ』と呼ばれる手法で番組化を実現させる。日本テレビ

の『ワールド☆レコード』をパッケージにして ABC へ持ち込んだのは大手文芸・タレント

エージェンシーのインターナショナル・クリエイティブ・マネジメント（ICM）である。

フリーマントルメディア、エンデモールなど欧州系の番組制作会社も米国や日本にも事業
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拠点を持ってフォーマット番組を多数制作しているリーディング企業である。 

ネットワークテレビが企画を面白いと判断し具体的に進めるという事になると、パイロ

ット版か単発スペシャル版を制作する。パイロット版は番組の一回分として制作され、視

聴者を集めて試写を行い、反応を調べるフォーカスグループインタビューなどに使われる。

スペシャル版は 60～90 分程度の単発番組として制作し、放送される。どちらも視聴者の反

応を調べるためのテストであり、良い反応があってはじめてシリーズ化ということになる。

しかし、現在米国ネットワークテレビはハリウッドのメジャースタジオやバイアコムなど

メディア複合企業の傘下にあり、グループ内の関係会社（ホームビデオの販売や商品化権

販売を業務とする会社など）の意見を聞くなど慎重な検討を続ける。そのため番組によっ

ては単発スペシャルを何本も制作しながら検討を重ね、シリーズ化が決まるまでに長い時

間を要する場合もある。 
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5．今後の市場予測 

 

米国地上波テレビのデジタル放送が開始された後、テレビを取り巻く環境は大きく変化

している。もともと米国テレビネットワークはテレビ放送以外のメディアを、番組コンテ

ンツの配給システムのひとつとみなして積極的に利用し収入を得る動きをしているため、

すでに開始されているインターネット経由のストリーミング型配信を拡充し、低迷する

DVD 収入を補う新しい収益源として期待している。投稿サイトのユーチューブを別にする

と、流通を担う動画配信事業者では、米国を代表する動画配信のフルーやオンラインレン

タルビデオのネットフリックスなどが台頭している。アップルもデジタルレンタル事業へ

の参入に意欲的だ。これらインターネットコンテンツを携帯端末やパソコンだけでなく、

テレビ画面でも利用できる機能を持たせたのがグーグル TV である。テレビ番組がインター

ネットコンテンツとなり、それがテレビ画面で楽しむコンテンツのひとつとして戻ってき

た事になる。グーグル TV を巡っては、既存のテレビ局やケーブルテレビ会社があたらしい

競合として脅威を感じている一方で、これはコンテンツの追加にすぎないという主張もあ

る。 

 

このようにテレビとインターネットの融合が進む中で、技術革新とコンテンツが両輪と

なってテレビ番組の二次利用市場を拡大していくこととなるだろう。 

 

日本語コミュニティ市場については、引き続き難しい展開となるだろう。背景として、

在米日本人は期間限定の駐在要員が多く、米国に定住する移民は他のアジア諸国などと比

較して多くないことが挙げられる。米国籍を獲得した日系人は世代を重ねることで英語の

母国語化が進む。一方で日本語を母国語とした一世や、彼等に育てられた二世は徐々に数

が減っていく。このため日本語放送自体への需要は米国に駐在する日本人とその家族が多

くなる。ところが駐在員の数は経済状況などの影響を受けやすく、結果として安定した市

場は形成されにくい。そこに米国地上波デジタル放送開始が重なり、一見するとデジタル

化によるチャンネル数増加はコンテンツ不足に繋がり、日本の番組販売にも好影響を与え

るように見えるものの、実際は日本語需要そのものが小さくなっているため、販売拡大に

は繋がっていない。 

 

デジタル化による多チャンネル化でコスト負担が大きくなる地域のテレビ事業者は、1 チ

ャンネル分の番組とスポンサー料を提供してくれるような、より大きなパートナーシップ

を求める傾向が強い。この流れの中で西海岸の限られた地域ながらコミュニティ放送もデ

ジタルサブチャンネルを確保して 24 時間放送を開始している。しかし広告収入のビジネス

モデルなので、中国や韓国、インドなど移民が増えているアジア系コミュニティ向け番組

供給会社やアジア系コミュニティとの連携がキーとなるだろう。 
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フォーマット販売は活発である。日本のバラエティ番組の着想が、米国テレビ製作者に

とって斬新なものが多いということなのだが、この背景には皮肉ながら動画投稿サイトの

影響も大きいようだ。米国のテレビ事業者はユーチューブなどの動画投稿サイトで話題と

なっているコンテンツに注目する。日本のバラエティは『風変わりなジャパニーズテレビ

ショー』として投稿されることも多く、これが米国テレビ製作者の目に留まるきっかけに

なった番組もあるようだ。米国大手タレントエージェンシーとの販売代理店契約も結ばれ

たケースもあり、今後日本のライセンサーにとって有望な著作権ビジネスとなる可能性が

高い分野である。 
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参考 「ペアレンタル・レイティング・システム」の格付け 

 

米国の映画(MPAA)、テレビ(NBA)、ケーブルテレビ(NCTA)の事業者団体が共同で作成

した「ペアレンタル・レイティング・システム」の格付けは以下の通り。 

  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。 

 

  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）、
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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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Ⅲ アニメとマンガ 

 

1. アニメ 

 

1-1 アニメ市場規模 

 

米国に於ける 2009 年のアニメ推定市場規模（小売ベース）は 27 億 4,100 万ドルであっ

た。2005 年と比べて△8％となり、中でも DVD などホームビデオは△17％と大きく減尐し

た。 

アニメには子供やファミリーをターゲットとし、キャラクター商品で収益を得る一般大

衆（マス）市場向け作品と、年齢層の高いマニアをターゲットとし、DVD や動画配信など

映像商品で収益を得るコレクター市場向け作品がある。もともと日本のアニメはコレクタ

ー市場向け作品が多く、DVD 販売の低迷は在米アニメ配給会社の経営にネガティブインパ

クトを与えている。 

 

キャラクター商品は 2003 年をピークに減尐したが、2006 年以降は年間 24 億ドル前後で

推移している。主なプロパティは『ポケモン』『ベイブレード』『遊戯王』『ナルト』『爆丸』

などである。米調査会社 NPD の店頭トラッキングデータを基にした試算によれば、アニメ

キャラクター商品市場の約 6 割は『ポケモン』関連商品である。 

なお、この試算は米国で人気のある『ハローキティ』『どーもくん』『パワレンジャー』『ト

ランスフォーマー』を含んでいない。 

 

図-01『米国に於ける日本製アニメの推定市場規模（小売ベース）』 

出所：各社資料より Wowmax Media!試算 

 

（注）2010 年はホームビデオと映画のみ。 
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1-2 テレビアニメ 

 

2010年 3月のアニメ月間放送時間は地上波テレビ630分、ケーブルテレビ 5,812

分である。これを 2007 年の同月と比較すると地上波テレビは 2.1 倍に増えている

が、ケーブルテレビが△48％である。地上波テレビは FOX、CW ともに米国ブラ

ンドライセンス会社 4 キッズエンタテインメントが番組放送時間枠を買取り、自

社取り扱いアニメを放送しているものであり、同社がアニメに回帰しつつある傾

向が見える。他方、ケーブルテレビのマイナスは、テレビ局がアニメ編成に消極

的であったことが伺える。 

 

その後、2010 年 10 月に開局した子供向けケーブルテレビ局 HUB は、米玩具企

業ハズブロとケーブルテレビ局ディスカバリーの合弁事業でアニメ『デルトラク

エスト』が編成された。また MTV 系列のニックトゥーンズで『ドラゴンボール Z

改』、ディズニーXD で『結界師』などが放映され、アニメを放送するチャンネル

は微増傾向になった。ただ、多くは米国ですでに実績のあるアニメに限られてお

り、新規のアニメタイトルがテレビでのメディア露出を確保するのは難しい。 
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図-02『テレビで放送されているアニメ番組数の推移』 

出所：ニールセンより Wowmax Media!作成 

 

 

1-3 ファニメーションチャンネル 

 

ファニメーションチャンネルは米国アニメ配給会社ファニメーションが運営する全米唯

一の日本アニメ専門チャンネルである。もともと多チャンネル運営会社（MCO）の

OlympuSAT 社のプラットフォームと米通信会社ベライゾンが、ケーブルテレビのマルチ・

システム・オペレーター（MSO）が展開するトリプルプレイ（テレビ、通信、インターネ

ット接続事業）に対抗してスタートしたフィオス TV で配信を開始した。同社のホームペ

ージによれば、現在下記のケーブルテレビ会社や光通信事業者を経由してストリーミング

動画配信やビデオ・オン・デマンド（VOD）で配信している。各事業者の加入者数を合算

した推定視聴可能世帯数は約 3366 万世帯である。 
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1-4 動画配信 

 

動画配信には、インターネットに接続した状態でのみ視聴可能な「ストリーミング型」

配信と、デジタルコンテンツとして自前の端末（パソコン、携帯電話、携帯用音楽プレイ

ヤーなど）に保存・蓄積ができる「ダウンロード型」配信がある。 

 

ストリーミング型動画視聴では、検索大手グーグル傘下のユーチューブが利用数の約半

分を占めている。米インターネット情報専門サイトのコムスコアの調査(2010 年 4 月)によ

れば、米国内の家庭、職場、大学などから 1 ヶ月間に視聴された動画本数は約 312 億 4,100

万本で、このうち 41.8％にあたる 130 億 5,600 万本がユーチューブを含むグーグル・サイ

トの利用であった。第 2 位のフルーのシェア 3.4％を大きく引き離し、文字通り一強体制を

継続している。 

第 2 位のフルーは米国エンタテイメント企業集団ユニバーサル及びディズニーが共同事

業としてスタートした動画配信サービスである。コムスコアの 2009 年 3 月調査によればフ
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ルーの利用動画本数 3 億 8,000 万本、シェアは 2.6％の第 3 位だったから 1 年ほどで利用数

が 2.8 倍増え第 3 位になった。 

 

コムスコアはフルーの利用が増えている要因として、同サイトが正規に許諾を受けたコ

ンテンツのみを配信していることを指摘している。これにより利用者は多くの番組全編を

楽しむことができるからである。 

 

このフルーを利用してアニメ配給会社のビズメディアやファニメーションが2007年ごろ

からアニメのストリーミング型動画配信を開始した。当初はフルーと無料 IP 電話のスカイ

プを開発したチームが立ち上げた動画サイトのジューストで配信を開始したが、その後ジ

ューストでの配信は終了し、現在はフルーを中心に展開している。アニメ動画配信の売上

高は入手できるデータが無いため推定が難しいが、ファニメーションの親会社ナバレは

2008 年 3 月の事業計画説明で 2009 年 8 月までに動画配信事業で 500 万ドルの売上を見込

むとしている。 

 

2010 年 3 月にはビズメディアがフルー内に「ビズ」を立ち上げ、アニメ 400 話以上をス

トリーミング配信している。ビズはこの配信サービスを通じて通常のテレビ放送とは違う

視聴者層を獲得してコンテンツの認知度をあげることを期待している。また「ビズ アニメ」

では動画配信に加えてソーシャルネットワーキング機能もついており、各動画をフォロー

する、コメントを残す、友人を紹介する、動画を評価することができ、利用者個人ページ

を作成することもできるなどソーシャル・メディア機能も充実させていることが特徴であ

る。同じ時期に米マンガコミック出版社のトーキョーポップもフルーとの提携を発表し、

長期にわたって 同社がもつアニメや実写コンテンツの配信サービスを展開するとしてい

る。2011 年 3 月現在、フルーは約 3,000 話のアニメを配信しており、これらは米国内での

み視聴できる。 

 

パソコンだけでなく、ビデオゲーム機のインターネット接続機能を生かした配信サービ

スも人気となってきた。もともと米国のアニメファン層はゲーム利用者層と重なっている

など相性が良い。米国アニメ配給会社への聞取り調査でも Xbox 360 やプレイステーシ

ョン 3 などインターネット接続機能のあるゲーム機専用オンラインストアなどでアニ

メのダウンロードやストリーミングが良く売れているという。 

 

例えば宅配レンタルビデオ事業を展開するネットフリックスも動画配信サービスに注力

し、2008 年 11 月からビデオゲーム機 Xbox360 のネットワーク接続機能を生かしたストリ
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ーミング方式のオンラインレンタルを開始しており、米国内のアニメファンには人気のよ

うだ。 

 

ネットフリックスは会員数 1,500 万人。販売しているコンテンツは英語圏の作品、海外

作品合わせて 100,000 タイトル以上。日本映画も約 1,000 タイトルで、せいぜい数十タイ

トルしか置いていないレンタル・ビデオショップとは比較にならない。この品揃えの良さ

と、申込みから約 1 日で宅配されるスピード感から人気を博し、2003 年末の会員数 150 万

から 6 年で 10 倍の成長をしている。 

 

図-03『米国内からの動画サイト利用数（ストリーミング型）と占有率』 

出所：コムスコア より Wowmax Media!作成 

 

出所：コムスコアより Wowmax Media!作成 
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図-04『テレビ番組のデジタルセルとデジタルレンタル市場規模』 

出所：Adams Media Research より Wowmax Media!作成 
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図-05『テレビ番組のストリーミング配信市場規模（広告収入）』 

出所：Adams Media Research より Wowmax Media!作成 

 

 

1-5 アニメ映画 

 

2009 年に米国で商業公開され、興行収入が発表されたアニメ映画は、ウォルト・ディズ

ニー配給の宮崎駿監督作品『崖の上のポニョ』と、独立系配給会社による『ヱヴァンゲリ

ヲン新劇場版：序』の 2 作品であった。『ポニョ』は全米 927 館で封切られ興行収入約 1,500

万ドル、『ヱヴァンゲリヲン』は単館公開で興行収入約 11 万ドルである。このように、米

国でのアニメ映画の興行は一部の大型公開と、それ以外の単館あるいはミニチェーン公開

に二極分化している。 

 

ただし米国の映画館は約 6,000 館（シネマコンプレックスを含む）であり、同じディズ

ニー配給でもピクサー製作の 3DCG アニメーション映画『カールじいさんの空飛ぶ家』が

3,766 館で封切られ、興行収入が約 2 億 9,300 万ドルであることと比較すると、アニメ映画

としては大きいとはいえ『ポニョ』の公開規模は決して大きくはないことがわかる。  
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図-06『米国で商業公開されたアニメ映画』 

出所：Boxofficemojo.com より Wowmax Media!作成 
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1-6 ホームビデオ 

 

2010 年のアニメ DVD 売上高は約 2 億ドルで前年比△35％と大きく落ち込んだ。すでに

2006 年頃から低調な推移であったが、そこへ世界的な不況の影響で消費が冷え込み、違法

動画投稿サイトの普及とともにネガティブなインパクトとなったと考えられる。 

5 年前（2005 年）と比較すると△46％で、厳しい市況であることがわかる。 

 

図-07『アニメホームビデオ市場』 

出所：Nielsen Video Scan、Icv2 より Wowmax Media!作成 

 

2008 年と 2009 年の販売本数トップ 10 を見ると、『ドラゴンボール』と『スタジオジブ

リ作品』が強いことがわかる。2008 年には映画『スピードレーサー』が公開され、相乗効

果で原作のアニメ『マッハ Go! Go! Go!』の DVD ボックスセットが 2008 年の 3 位にラン

クインしている。 
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図-08『アニメ DVD 販売本数トップ 10 タイトル（2008 年）』 

出所：Nielsen Video Scan より Wowmax Media!作成 

 

 

注：指標は第 1 位タイトルの販売部数を 100 として換算した比率 

 

図-09『アニメ DVD 販売本数トップ 10 タイトル（2009 年）』 

出所：Nielsen Video Scan、Icv2 より Wowmax Media!作成 

 

 

注：指標は第 1 位タイトルの販売部数を 100 として換算した比率 

 

2008 年の売上高シェアはファニメーション（代表タイトル『ドラゴンボール Z』『鋼の錬

金術師』）が 33.32％で、2006 年から約 10%以上シェアを伸ばしている。集英社と小学館の

合弁事業であるビズメディア（代表タイトル『犬夜叉』『ポケモン』）も 2006 年から 2 倍以

上伸びている。この 2 年間でシェアが増えているのはこの 2 社だけである。他方、2006 年

には第 2 位だった ADV フィルム（代表タイトル『新世紀エヴァンゲリオン』『GANZ ガン
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ツ』）、第 3 位のジェネオン（代表タイトル『サムライチャンプルー』『ヘルシング』）はシ

ェアを減らし両社とも2009年に米国でのアニメ配給事業から撤退した。その後両社のDVD

タイトルの大半はファニメーションに引き継がれ、その結果、同社による寡占化が進むこ

ととなった。 

 

 

 

 

図-10『DVD 売上のシェア』 

出所：Nielsen Video Scan、Icv2 より Wowmax Media!作成 

 

 

 

 

1-7 ハリウッド映画化（アダプテーション） 

 

映画情報専門サイトのボックスオフィスモジョによれば、過去 10 年間(2000～2009 年)

に製作・公開されたアメリカ製コミックブック（アメコミ）原作のハリウッド実写映画は

48 本。その前の 10 年間と比べて約 1.5 倍に増えた。このようにアメコミの映画化が増えて

いる背景には、ゼロから開発するオリジナル作品に比べて開発費用がかからないというこ

との他、アメコミキャラクターとして認知されていれば、興行的ヒットが見込めリスクが

回避できるという思惑もある。ハリウッド映画化は原作のアメコミ販売部数にもポジティ

ブなインパクトを与え、相乗効果が期待できる。 

 

例えば、米国ポップカルチャー専門情報サイト Icv2 が発表した 2010 年第 2 四半期（4

～6 月）のコミック販売速報のフィクション＆リアリティ・カテゴリー販売部数第 1 位は『ス

コット・ピルグリム』というカナダのコミックである。この作品は『スコット・ピルグリ
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ム VS 邪悪な元カレ軍団』として映画化、2010 年 8 月に全米 2,820 館で公開された。この

ハリウッド映画化による効果で販売部数を増やしたものと思われる。 

また、スーパーヒーロー・カテゴリー販売部数第 1 位の『キック・アス』も映画化で販

売部数を伸ばしたものである。『キック・アス』は『スパイダーマン』『X-メン』など数

多くのスーパーヒーローコミックを出版するマーベルのタイトルだが、マニアに受けたニ

ッチタイトルである。この『キック・アス』が DC コミックのメジャーなスーパーヒーロ

ー『バットマン』や『スーパーマン』を押しのけての第 1 位となったのは、まさしく映画

との相乗効果である。 

 

日本のテレビアニメ『マッハ Go! Go! Go!』が原作の映画『スピードレーサー（Speed 

Racer）』、マンガ『ドラゴンボール』原作の映画『ドラゴンボール（Dragon Ball）』、

『鉄腕アトム』原作の『アストロボーイ（Astroboy）』など、日本製原作のハリウッド映

画が続いて公開された。いずれも興行的は振るわなかったが、ハリウッド映画産業の原作

獲得需要は尐しも衰えていない。図-7 は発表された日本製原作のハリウッド映画化プロジ

ェクトの一部である。 

 

図-11『ハリウッドで映画化が発表されている日本のマンガ、アニメ原作作品（一部）』 

出所：Icv2、imdbpro、Hollywood Reporters より Wowmax Media!作成  
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1-8 販売ルート 

 

図-12『アニメの販売ルート』 

出所：Wowmax Media!作成 

 

 

日本のアニメは「製作委員会」と呼ばれる任意組合や匿名組合による企業間の共同出資

事業として製作される場合が多い。海外ライセンス事業運営には組合員（出資者）でノウ

ハウを有する企業があたる場合が多い。この海外販売・契約窓口担当会社は海外窓口権者

と呼称され、一般的な海外販売はテレビ放送権、劇場上映権、ビデオグラム化権など映像

そのものに関わる権利を北米、欧州、アジアなどの地域単位で番組販売代理店に販売委託

をしたり、マスターライセンスとしてホームビデオ会社にビデオグラム化権、テレビ放送

権、自動公衆送信権などを許諾販売したりする。 

 

ホームビデオ販売会社は、最低保証金とロイヤルティを組み合わせた契約を製作委員会

と結び、英語字幕、英語吹替版を制作して DVD をパッケージングし、小売店へ卸すという

ものが多かったが、近年は最低保証金の無いロイヤルティ契約も増えている。 

 

テレビ放送や映画館での上映は DVD を販売するためのプロモーションと位置づけられ

る場合も多いため、テレビ放送をしても放送権利料収入は無いという場合もある。 

 

またインターネットを経由した動画配信やダウンロード販売などは、これまで別権利で

別契約となっていたが、最近の契約では包括されている場合が多くなっている。 
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買い手側から『実写映画化』などアダプテーションの権利オファーが来る場合もあるが、

この場合は原作者の許諾が必要となる。 

 

1-9 今後の予想 

 

アニメ DVD 販売は微減傾向が続くだろう。毎年夏に開催されるアニメファンコンベンシ

ョンへの参加者は毎年増加しており、利用者の裾野は広がっていると考えられるが、それ

はライトユーザー層が広がっているからだとも言える。 

米国は二次利用市場であるため、原産国である日本の生産状況に影響を受ける。国内の

アニメ DVD 市場の冷え込みもあり、日本国内ビデオ回収を最優先にした作品制作が多くな

り、また内容的にも手堅いとされる『萌え系』路線が多くなる。米国での映像商品販売の

拡大を目指すならば、ハイクオリティで突き抜けたクリエイティブが求められる。製作者

の「こだわり」が上手く米国市場とマッチすれば、『鴉 –KARAS-』のようにテレビ放送さ

れたメジャーなタイトルでなくても、DVD が良く売れる場合もある。しかし、国内事情に

よりクリエイティブの傾向が似た作品が多くなり、野心的なオリジナル作品が尐なくなる

と、米国でも良くて現状維持となると考えられる。その一方で、世界的な不況下にあって

アニメファン層の購買力も落ちてきている。価格が手ごろでコンパクトに纏められた DVD

ボックスセットが市場に適しているのではないか。 

 

子供やファミリー向けアニメは、男子向けアニメ（ボーイズ・アクション）にチャンス

があるかもしれない。米国のテレビメディアやライセンス企業などが求める企画は、時期

や市場の状況によって大きく動く。2001 年頃は『ポケモン』の影響で男子向けプロパティ

が求められていた。ところが 2003 年頃から女子向けに移った。そして 2006 年にディズニ

ーのテレビ映画『ハイスクールミュージカル』がヒットすると、求められる企画は実写番

組となる。主に 10 代女子をターゲットにしたコメディ番組で、男子向け番組の多いカトゥ

ーンネットワークでさえ、女子向け番組を探したくらいである。 

 

その後、流れは男子市場（ボーイズマーケット）志向に移り、今日に到る。『爆丸』のヒ

ットも影響しているかもしれない。また 2012 年から 2013 年にはワーナーブラザースの『ゴ

ジラ』やドリームワークスの『モンスターポカリプス』などハリウッド版怪獣映画が公開

予定されていることからも、数年は男子向け企画が人気を博すのではないだろうか。 

 

アニメ動画が最も視聴されているのは、ユーチューブと考えられる。それ以外ではフル

ーとネットフリックスの有料、無料のストリーミング配信が利用されている。 

 

インターネットと動画配信で情報を収集し、気に入れば DVD ボックスセットを購入する

という利用シーンが定着していくと思われる。 
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アジアポップカルチャーの専門動画サイトのクランチロールは最新作を有料で提供して

いる。他方フルーは最新作は無料で提供し、全話をまとめて視聴したいという時は有料と

いう方法をとっている。このモデルの違いがビジネスにどのような影響を及ぼすかが注目

される。 
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2. マンガ 

 

2-1 マンガ市場規模 

 

米国のポップカルチャー情報専門サイトの Icv2 が 2010 年 10 月にニューヨーク・コミコ

ンで発表した数字によると、北米のマンガ市場は 2010 年上半期だけで対前年比△9%と な

っており、この傾向が続くと2010年末までには前年比で△20%になる見込みだとしている。

この数字は 3 年前と比較すると△50%で、このままだとわずか 3 年で北米のマンガ市場が

半分に縮小することになる。Icv2 の分析によると、マンガ原作のタイトルのテレビでの露

出が減ったのと、新しいデジタル市場（電子書籍市場）への移行が完全に終わってないの

が原因としている。 

 

このデジタル市場だがマンガやアメコミなどを含めた北米での電子コミックス市場が

2009 年ではわずか 50 万ドルだったのに対して 2010 年には 600 万ドルから 800 万ドルに

拡大すると予想している。 

 

図-13『米国におけるマンガ市場』 

出所：Icv2、Nielsen Book Scan より Wowmax Media!!作成 

 

 

2-2 プリント書籍 

 

アニメが『ドラゴンボール Z』ならマンガは『ナルト』である。テレビアニメもカトゥー

ンネットワークからディズニーXD に移って放送中である。アニメのあるマンガは相乗効果

が発揮され、他にも『デスノート』と『ポケモン』がランクインしている。 

高屋奈月作の大ヒット尐女マンガ『フルーツバスケット』は、2004 年にトーキョーポッ
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プより初刉が刉行された。同社によれば 2006 年 12 月時点で 15 巻まで刉行し、累計販売部

数が 200 万部を超えている。 

 

 

図-14『2008 年のマンガの年間タイトル別販売部数』 

出所：Nielsen Book Scan より Wowmax Media!作成 

 

注：指標は第 1 位タイトルの販売部数を 100 として換算した比率 

 

図-15『2009 年のマンガ年間タイトル別販売部数』 

出所：Nielsen Book Scan より Wowmax Media!作成 

 

注：指標は第 1 位タイトルの販売部数を 100 として換算した比率 

 

2-3 電子コミック出版 

 

電子書籍とは、電子端末で読むことが出来るデジタルデータ化された書籍コンテンツの

事である。ここで言う電子端末とは iPhone や Blackberry など高機能携帯電話（スマート

フォン）、ノートブックやネットブック、デスクトップなどの各種コンピューター、Kindle
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や Nook など電子ペーパーを使用した電子書籍専用端末、iPad のようなタブレット型コン

ピューターなどがある。 

 

米国出版協会（AAP）によれば、2009 年の電子書籍売上高は 1 億 6,950 万ドル（152 億

5,500 万円（1 ドル=90 円））である。日本の電子書籍市場が 574 億円（出所 インプレス

R&D）であることと比べると小さいように見えるが、対前年比は 176％と急成長している

ことに注目したい。 

 

 

図-16『米国の書籍市場規模』 

出所：米国出版協会より Wowmax Media!作成 

 

日本で市場を牽引しているのはコミックを中心とした携帯電話向け電子書籍で市場の

89％を占めている。これに対して米国の電子書籍化されたコミックの売上高は 50 万ドルか

ら 100 万ドル（2009 年、出所 Icv2）で米国の電子書籍売上高 1 億 6,950 万ドルの 0.65％

前後である。 

 

しかし、2010 年は 600 万ドルから 800 万ドルの規模になる見込みだという。この数字は

ダウンロード販売のみで、定期購読などの収益は含まれていない。このデータは iTunes や

PSP、キンドル、アンドロイド端末、そしてウェブサイトを通じての売上げの合計である。

携帯マンガ市場が発達している日本に比べるとまだ小規模ではあるが、それでも 2009 年度

の市場規模がわずか 50 万ドルから 100 万ドルだったのに対して 10 倍以上のペースで拡大

している。 
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この急成長する米国デジタルコミック配信サイトで業界や利用者に注目されているのは、

コミック専門の電子書店コミックスソロジーである。Icv2 によると、コミックスソロジー

は、同社のストアフロントアプリのダウンロード数が 100 万回を突破したことを明らかに

した。このアプリで閲覧、購読できるコミックの数は 5,000 タイトルを超えており、電子

コミックスを代表する書店アプリとなっている。 

 

コミックスソロジーは、コミック出版のマーベルや DC コミックスにもアプリ技術を提

供しており、そのおかげで 2010 年のクリスマス期間（12 月 25 日から 28 日）の売上高は

前年比 1,200％という好調ぶりだった。アップルが発表した iTunes ストアの 2010 年人気

アプリのランキングでもコミックスソロジーのコミックアプリは iPhone用でトップ 5にラ

ンクインしている。画面が大きく電子書籍に適しているとされる iPad 用人気アプリのトッ

プ 5 のうち、3 つが電子コミックスで、マーベルアプリ、コミックスソロジー・アプリ、

DC コミックスアプリであった。すべてコミックスソロジーが技術提供しているアプリであ

る。  

 

図-17『米国デジタルコミック市場』 

出所：Icv2 より Wowmax Media!作成 
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2-4 マンガの販売ルート 

 

図-18『マンガの販売ルート』 

出所：Wowmax Media!作成 

 

 

プリント書籍の場合、大きく分けてふたつのアプローチがある。ひとつはタトル・モリ エ

ージェンシーのような出版専門の代理店に委託し、外国語翻訳権のライセンスを行うもの。

米国出版社などへの営業は代理店が行う。日本の中堅規模の出版社にこの方法をとってい

るところが多い。 

 

もうひとつのアプローチは、出版社が米国法人を設立し、自社で英語翻訳、編集から流

通の確保まで行うものである。例として小学館と集英社の米国系列出版社ビズメディアが

ある。マンガ出版はアニメに比べて開発費用が尐なく、また中卸業者に委託すれば米国書

店に直接自社の英訳マンガを並べる事ができる。そこで日本の中堅クラスの出版社のなか

からも米国現地法人設立、自社ブランドによる英訳マンガ出版参入が進んでいたが、近年

の出版不況下で撤退が続いた。 

 

電子書籍の場合は、電子書籍の特徴は『英語翻訳と編集』『課金決済』のふたつをクリア

すれば国内から著者や出版社が直接出版することができる。 

 

インターネットのホームページから販売する場合、翻訳ののちコミックアプリを制作し、

決済会社と契約することとなる。アマゾンのキンドルブックスであれば、アマゾンが課金

決済をしてくれるのでは『決済会社』は不要となる。 



60 
Copyright © 2011 JETRO. All rights reserved. 

 

 

アップルのスマートフォンやタブレット型端末向けに販売する場合は、アップルにアプ

リを提出して審査を受け、承認を得た後にアップルのストアで販売できる。決済について

は、アンドロイド市場は決済機能がないため、アンドロイド市場への登録とともに決済会

社のアカウント取得をすることとなる。 

 

 

 

2-5 今後の予測 

 

アニメはホームビデオ機器の登場とその普及によってファンを増やしてきたのではない

だろうか？ 

 

アニメには 2 回追い風が吹いた。1 回目は 1990 年代でケーブルテレビの誕生と家庭用

VHS ビデオの普及である。1990 年代にケーブルテレビ局が誕生し日本のアニメを放送した。

MTV が放送した『マッハ Go! Go! Go!』や、DIC エンタテインメントが全米シンジケーシ

ョンで放送した『美尐女戦士セーラームーン』が人気となったのもこの頃である。同時期

に VHS ビデオデッキが家庭に十分普及し、録画して仲間で回し見ができるような環境が整

っていた。この頃アニメに接した人たちから米国アニメファン層が誕生したと言われてい

る。 

 

2 回目の風は 2000 年に吹いた。『ポケモン』と DVD である。2000 年から 2004 年ころ

にかけてアニメ DVD が非常によく売れた。たまたま『ポケモン』の大ヒットと重なり『世

界に羽ばたくジャパニメーション』と呼ばれたときだ。DVD の二ヶ国語収録が人気が出た

秘訣ではないかと思われる。DVD に出来て VHS に出来ないことは、二ヶ国語視聴である

からだ。ターゲットはアニメのファンだからオリジナル言語（日本語）も楽しめる DVD が、

マニア心に刺さったのは間違いないと思う。特にビデオゲーム機プレイステーション 2 が

DVD 機能を搭載したのが大きかった。日本と異なり米国はゲームファンとアニメファンの

層が重なっていると言われている。事実、プレステ 2 が発売された 2000 年から DVD も売

れ始めた。 

 

今、3 回目の風が吹いている。ただし今回の風はアニメではなくマンガに吹いているよう

だ。電子出版である。以前から米国でも携帯電話向けコミック配信サービスはあった。だ

が、まったくと言って良いくらい売れなかった。ところが様子が変わったのは 2009 年であ

る。Icv2 の発表にもあるように、米国電子コミックの売上高が 50 万ドルから 100 万ドルに

なった。これまで携帯コミックはまったく売れていなかったのに何故突然売れたのだろう

か？ ヒントは 2008 年に発売された iPhone3G である。 
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それまでの携帯コミックに出来なくて、iPhone3G に出来ることは何か？ 大きな画面や

タッチパネルの斬新さ、使いやすさもあっただろうが、「電波がつながっていなくても読め

る」ということであるのではないかと思われる。つまりアプリのダウンロードである。人

がコミックを読みたくなるシーンは、必ずしも通信電波が繋がっていたり WiFi エリアだっ

たりするとは限らない。むしろ飛行機の中とか電波の届かないところの場合も多い。好き

なときにどこでも読めるようになったのだ。2010 年は 600 万ドルから 800 万ドルに伸びた

ようだが、日本の携帯コミック市場と比較すればまだまだ小さい。2009 年のアニメ DVD

売上高は 3 億 6 百万ドル、マンガ売上高は 1 億 4,000 万ドルと半分以下である。日本と比

較して米国は DVD の値段が安く、コミック本の値段は高い。アニメ 1 クールの DVD ボッ

クスセットで 50 ドル以下だ。実売価格は値引きで 30 ドル程度となる。1 クールなら DVD4

枚セットくらいなので、1 枚あたりは実売で 7 ドルから 8 ドルとなる。 

 

他方、マンガコミック本は日本より高く 1 冊 10 ドルくらいである。実売もほぼ近い。店

頭価格は同じくらいなのだ。ということは売上高の差は値段が原因ではないということに

なる。 

 

マンガは刈り取れていないファンがいるということではないだろうか？ 拡大の余地つ

まり伸び代があるということである。ここで電子出版の風が吹いたのである。もっと言え

ば iPhone や iPad で開拓された新市場があり、マンガの伸び代と重なっているということ

だ。今後、電子出版で日本のマンガは市場を拡大していく可能性が高いと思われる。 
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Ⅳ ゲーム 

 

1. 概況 

 

英調査会社 TNS Media とオランダ調査会社 Newzoo が欧米 6 カ国で実施した消費者調査

によれば、米国のゲーム利用者は 1 億 8,350 万人（2009 年）で、ゲームに費やした費用総

額は 252 億 9,000 万ドルで、市場規模は世界第 1 位だ。金額で見ると第 2 位英国の 4.4 倍、

第 3 位ドイツの 4.6 倍である。米国が世界のゲーム市場動向に大きな影響を持っていること

がわかる。 

 

図-01『欧米のゲーム市場 (2009 年)』 

出所：TNS Media、Newzoo よりより Wowmax Media!作成 

 

 

この調査は各国 13,000 人への消費者アンケートから推定したボトムアップ型調査である。 

本レポートで採用する他の調査データは出荷数や販売数から推定するトップダウン型調査

が多く、調査手法の違いから推定値にはかなり開きがある。例えば、米調査会社 NPD が推

定する米国ゲーム市場規模は 154 億ドルから 156 億ドルだから、本調査はその約 2 倍の市

場規模ということになる。このように引用により数値は異なるが、あえて整合はとらず、

それぞれの出所を明記することとした。 

 

米業界団体エンタテインメント・ソフトウェア・アソシエーション（ESA）が発表した年

次報告書『エッセンシャル・ファクト 2010』によると、米ゲーム市場は 2006 年から 3 年連

続で成長を続けてきたが、2009 年は 4 年ぶりのマイナス成長となった。 

ビデオゲームとコンピュータゲーム（PC ゲーム）を合わせたソフト売上高は 105 億ドル、

販売本数は 2 億 7,350 万本と、前年(2008 年)対比でそれぞれ 89.7％(ソフト売上高）、91.7％(販
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売本数）となっている。なお、この数字にはオンラインゲームのアイテム課金などは含ま

れていない。世界的な経済不況の影響とアクティビジョン社の『ギターヒーロー』など楽

器型コントローラが同梱されたソフトの売れ行きが鈍ったことなどが影響していると考え

られる。ゲームソフトとホームビデオの流通事業者団体エンタテインメント・マーチャン

ト・アソシエーション（EMA）の 2010 年年次レポートによると、この数字には含まれてい

ない中古ゲームや会員制レンタルビデオチェーンのレンタルゲーム、ダウンロード販売、

スマートフォンや携帯端末向けゲームアプリやソーシャルゲームの売上高は合計で 45 億ド

ルから 47 億 5,000 万ドルであり、利用者がゲーム全体に費やした金額はむしろ増えている

可能性もある。 

 

図-02『米国ゲーム市場』 

出所：エンタテインメント・ソフトウェア・アソシエーション 
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2. ビデオゲーム 

 

2-1 ゲームソフト 

 

ビデオゲームソフトの販売本数ランキングでは、トップ 20 本のうち 10 本が任天堂タイ

トルである。アクティビジョン社の『ギターヒーロー』がランク落ちするなど、音楽ゲー

ムブームは一巡したようだ。また常に上位を占めるエレクトロニック・アーツ社のスポー

ツゲームは、3 本がランクインした。コンソールゲームのソフトが携帯ゲーム機向けより人

気があることや、Xbox360 ソフトが第 1 位になるなど米国市場の特徴が出ている。 

 

 

図-03『コンソール・ゲームソフト販売本数トップ 20』 

出所：エンタテインメント・ソフトウェア・アソシエーション 

 

 

PC ゲーム販売本数ランキングでは人生シミュレーションゲーム『ザ･シムズ』シリーズの

エレクトロニック・アーツ社が 8 本、オンラインゲーム『ワールド・オブ・ウォークラフ

ト』のブリザードエンタテイメント社が 6 本、戦闘シミュレーションゲーム『コール・オ

ブ・デューティ』シリーズのアクティビジョン社が 1 本となった。アクティビジョン社と

ブリザード社は 2007 年に合併しアクティビジョン・ブリザード社となっている。韓国のエ
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ヌシー・ソフトが運営する MMORPG（多人数同時参加型オンライン・ロールプレイングゲ

ーム）『アイオン（Aion: The Tower of Eternity）』も第 13 位にランクインしている。 

 

販売本数第 1 位の『ザ・シムズ（シムピープル）』は 2000 年発売であり、商品寿命の長

い傾向が読み取れるが、市場規模はビデオゲームの 99 億ドルに対して 5 億 4,000 万ドルと

小さい。 

 

2001 年にマイクロソフト社が Xbox を発売するまで、コンソールゲーム機は任天堂、ソニ

ーコンピューター、セガという日本製品が主流であったため、米国のゲームソフト開発者

は PC ゲームに注力していたが、その後 Xbox に開発を移行する流れが定着したことで PC

ゲームが縮小していると言われている。 

 

図-04『PC ゲームソフト販売本数トップ 20』 

出所：エンタテインメント・ソフトウェア・アソシエーション 

 

 

ビデオゲームのジャンル別販売シェアを見ると第 1 位が「スポーツ」19.6%、第 2 位が「ア

クション」19.5％である。これに対して PC ゲームでは第 1 位が「戦略」35.5％、第 2 位が

「ファミリー」18.7%、第 3 位「ロールプレイングゲーム」13.9％である。スピード感のあ

るゲームを楽しむビデオゲーム、時間をかけて楽しむ PC ゲームという利用者の使い分けが

良く出た結果と言えるだろう。 
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図-05『ゲームソフト・ジャンル別シェア』 

出典：エンタテインメント・ソフトウェア・アソシエーション より Wowmax Media!作成 
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2-2 家庭用ゲーム機 

 

エンタテインメント・マーチャント・アソシエーションによれば、2009 年時点で米国ゲ

ーム利用者に最も多く保有されているゲーム機は、プレイステーション 2(PS2)で 4,555 万台

である。 

 

2006 年に新世代ゲーム機として話題になったソニーのプレイステーション 3(PS3)、任天堂

の Wii(Wii)、マイクロソフトの Xbox360(Xbox360)が出揃って 3 年が経過している。 

 

米調査会社アダムスメディアによると、3 機種の発売後 1 年経過した 2007 年時点の累積

出荷台数は PS2 が 1 億 2,750 万台、 Wii が 850 万台、 Xbox360 が 1,420 万台、 PS3 が 850

万台で合計 1 億 5,410 万台である。出所が異なるデータであるが、2009 年では PS2 は 4,555

万台、 Wii が 2,807 万台、Xbox360 が 1,944 万台、 PS3 が 1,177 万台合計 1 億 480 万台の保

有台数となる（図-06）。ここから新世代 3 機種への買い替えは進んではいるものの、ゲーム

機の保有台数自体は減っている、またはほぼ変化なしと見ることができる。 

 

図-06『ゲーム機のゲーム利用者保有台数』（2009 年） 

出所：エンタテインメント・マーチャント・アソシエーション 
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3. オンラインゲーム 

 

エンタテインメント・マーチャント・アソシエーションによると、2009 年のオンライン

ゲーム総売上高は 38 億 2,000 万ドルである。北米オンラインゲームは会員登録と月額会費

によるビジネスが主流で、マイクロ・トランザクションと呼ばれるサービスによって料金

を小分けにする『アイテム課金』は「いつの間にか課金されている」という印象があり、

利用者に好まれていなかった。 

 

しかし、インターネットの普及で利用者の年齢層も幅広くなり、特に低年齢の利用者に

とっては高額なゲームソフトのパッケージ購入や平均 15 ㌦の月額料金よりも、利用した分

だけ課金される『アイテム課金』方式がより経済的に受け入れやすく、今後の主流になる

との見方もある。 

 

オンラインゲームは、これまでほとんど PC 用に作られたものだった。米調査会社 NPD

の『オンラインゲーミング・レポート 2010』によればオンラインゲーム利用者の 85％はパ

ソコン経由でゲームを楽しんでいる。 

 

その一方で Wii、X360、PS3 は、それぞれインターネット接続機能を持ち、各メーカーが

それぞれ『Xbox ライブアーケード』、『ソニー・プレイステーション・ストア』、『任天堂 Wii

ショップ』など独自のオンライン・ショップを展開し、ゲームのダウンロード販売を進め

たことから、これらのビデオゲーム機をオンラインゲームにも利用する利用者が増えてき

たと思われる。NPD レポートではマイクロソフトの Xbox360 が最も多くオンラインゲーム

に利用されており、パソコン以外でオンラインゲームに利用されている端末機器の 48％と

なっている。Wii と PS3 はそれぞれ 30％前後で第 2 位を競い合っているとのことである。 

 

ゲームのデジタル配信は、メディア、パッケージ、在庫、郵送、店頭での諸経費等にか

かるコストが削減できるというメリットがあり、また特定の趣向を持つ利用者に対してマ

ーケティングが可能なので、小規模な会社や個人クリエーターにも参入の道が開けてくる。 

さらに、各エピソード、ステージ、レベル、パーツ別といった、分割でのゲーム購入も

可能の為、利用者の初期投資を尐なくすることで取り込みにも有利とされている。NPD に

よれば、オンラインゲームの平均利用時間は 7.3～8 時間/週である。 

 

ゲーム専門調査会社ゲーム・インダストリーによれば『ワールド・オブ・ウォークラフ

ト』などのオンラインゲーム利用者は 2,100 万人で、1 人の平均利用月額は 15 ドルである。 

今後も米国のオンラインゲーム市場は飛躍的に拡大する事が期待されている。 
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図-07『オンラインゲーム売上の内訳』 

出典：エンタテインメント・ソフトウェア・アソシエーションより Wowmax Media!作成 

 

 

図-08『米国のオンラインゲームサイトとユニークユーザー数』 

出典：コム・スコアより Wowmax Media!作成 
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4. モバイルゲーム 

 

iPhone アプリケーション（以下「アプリ」）の開発者向けウェブサイト 148APPS によれば、

アップルが運営する App ストアで配布されているアプリは 36 万 2,831 個。その開発制作社

数は 7 万 5,648 社である（2011 年 3 月 15 日時点）。アップル社の審査を受けるために提出さ

れるアプリは 1 ヶ月間に約 9,700 個で、そのうち約 1,600 個がカジュアルゲームやソーシャ

ルゲームを含むゲームアプリである。市場調査会社テッククランチは 2010 年 7 月時点での

米国におけるスマートフォンなどの携帯端末を経由したコンテンツ利用者数は約 2,140 万

人。アップル社の App ストアやグーグル社のアンドロイドマーケットで配布されるゲーム

アプリが増加しており、そのため 2014 年には 15 億ドルの市場に成長すると予測している。 

また、iPhone 利用者の 95％、アンドロイド端末利用者の 97％が 1 個以上のゲームアプリ

をダウンロードしている。これに対しブラックベリー利用者は 54％であり、アップルとア

ンドロイドがモバイルゲーム市場を牽引していることがわかる。 

 

図-09『モバイルゲーム市場規模予測(2009～2014)』 

出所：Techcrunch より Wowmax Media!作成 
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図-10『ゲームアプリの基本ソフト別平均ダウンロード数』 

出所：Techcrunch より Wowmax Media!作成 

 

 

特に注目されるのはフェイスブックなどソーシャル・ネットワークサービス(SNS)で提供

されるソーシャルゲームである。米調査会社イー・マーケッターは米国のソーシャルゲー

ム市場が 2011 年に 10 億 9,000 万ドルになると予測している。 
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5. ゲームの販売ルート 

 

図-11『ゲームの販売ルート』 

作成：Wowmax Media! 

 

 

日本のライセンサー（海外窓口担当会社）は海外販売に必要な国内の権利処理を行い、

ソースコードの提供をする。ゲームがアニメのキャラクター関連商品の場合、マスターラ

イセンシー（販売代理店）は日本の出版社等の米国現地法人やオールライツを取得したホ

ームビデオ販売会社からライセンスを受ける場合もある。 

 

ゲーム開発・販売会社は、販売代理店からゲームのライセンスを取得し、日本語のソー

スコードを米国市場向けにローカライズして販売する。ローカライズにはテキストデータ

の英語翻訳や音声吹替えも含まれる。大手の販売会社（パブリッシャー）（ナムコバンダイ、

コナミ等）は大手小売チェーンストア（ウォルマート、ターゲット等）へ直接納品する。

小規模な小売店には専門の流通業者を介して卸す。販売会社の実態としては日本のゲーム

会社の現地法人である場合が多く、日本で発売されたタイトルを米国で販売する役割を担

っている。 

 

スマートフォンなど携帯端末向けゲームアプリの場合、アップルとアンドロイドでは課

金方法が異なる。アップル社の App ストアでゲームアプリを配布・販売する場合、ゲーム

アプリをアップル社へ提出し審査を受けて承認された場合のみストアでの配布・販売され

る。 

利用者への課金はアップルが行い、販売者（ゲーム開発・制作者）にはアップルからダ
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ウンロード販売数の報告とともに決済手数料を控除した残額が入金される。 

 

アンドロイドの場合でも、グーグルへの登録と審査を経て配布・販売されるが、アンド

ロイド市場は独自の決済機能を持たないため、販売者は別個にグーグルチェックアウトや

ペイパルなどの決済サービスを活用することとなる。 
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6. 今後の予測 

 

アップルの iPad に代表されるタブレット型端末やスマートフォンへのゲームアプリ配布

を通じてソーシャルネットワークゲームやカジュアルゲームなどの市場が拡大しているが、

市場規模は 2014 年で 15 億ドルと推定されており、ゲーム市場の中心がビデオゲームであ

ることは変わらないだろう。 

 

ビデオゲーム機のネットワーク接続機能が進化するに従い、オンラインゲームとの垣根

が低くなり、Wii、Xbox360、PS3 などはメーカーが展開するオンライン・ショップを通じ

て、ゲームだけではなく映像コンテンツのダウンロード販売やダウンロードレンタルも展

開している。よってオンラインゲーム市場とコンソールゲーム市場は相互にポジティブな

インパクトを与えて大きく成長していくと考えられる。 

 

またソーシャルゲームやカジュアルゲームは導入費用が安く（場合によっては無料）、ス

マートフォンや PC など米国で普及が進んでいる端末でも楽しめるため、利用者の裾野を広

げ、低年齢化も進むと思われる。 

 

これまで米国では定額制課金が主流だったが、今後はアイテム課金や従量制課金など、

初期費用が安く楽しんだ分だけ支払うという手法がスタンダード化する事も考えられる。 
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参考 米国ビデオゲームの格付け 

 

ESRB (Entertainment Software Rating Bord)が定めた米国ビデオゲームの格付けは以下の通

りである。 

 

図-12『ビデオゲームの格付（レイティング）』 

出所：ESA 

 

 

 


