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● ジェトロアンケート ● 

「我が国のコンテンツの海外における「ゲートキーパー」プロファイリング調査（フランス編）」 

に関するアンケート 

■ 質問１：「我が国のコンテンツの海外における「ゲートキーパー」プロファイリング調査（フランス

編）」について、どのように思われましたでしょうか？（○をひとつ） 

４：役に立った ３：まあ役に立った ２：あまり役に立たなかった １：役に立たなかった 

■ 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。 

 

■ 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。 
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□個人  
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のアンケートにご記載いただいた内容については、ジェトロの事業活動の評価及び業務改善、事業フォローアップのために利用いたします。 

 

～ご協力有難うございました～
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１．フランスの「ゲートキーパー」とは？ 

  

【本調査をなぜ行うのか】  

 

日本のコンテンツが人気の国 

 フランスでは 1979 年 7 月 1 日に初めて「ゴルドラック」（日本名「UFO ロボ グレンダイザー」が国

営放送アンテンヌ 2 で放送され子供の視聴率 100％を取得して以来、アニメから始まりマンガ（日本で

いうコミックス）も数多く出版されるようになっている。1999 年から始まった、日本のポップカルチャ

ーイベントである「ジャパン・エキスポ」は 2007 年より在仏日本大使館の後援も得ており、来場者数は

のべ 18 万人といわれ、近年は日本からの参加者も多い。フランスは日本のポップカルチャーの最大の消

費地として日本でも認知されている。 

 

 しかし、なぜフランスで日本のポップカルチャーが広がったのか、ビジネス面での担い手にフォーカ

スをあてた研究は尐ない。実際に、日本のアニメやマンガが広がったのは、当初は日本企業の努力では

なく、フランス企業から「買われた」側面が強い。2010 年現在でも、フランスに進出している日系の企

業は東映アニメーションと VIZ MEDIA ぐらいで、フランスで日本のコンテンツの販売を中心的に担っ

ているのはフランス企業である。 

 

 このフランス企業のプロフィールを見ることは、日本のコンテンツが「なぜ」広がったのかを検証す

るために重要なプロセスである。 

 

  従来、このような企業は一種の「バイヤー」としてしか認識されておらず、当該企業がどのような

由来や戦略をもっているのか、精査されたことはあまりない。しかし、日本のコンテンツを取り扱う仏

企業の考えや行動を見ることは、日本のコンテンツがどのように伝播していったかを検証するためには

不可欠だ。この調査は、現在日本のコンテンツを取り扱っている企業をフランスにコンテンツを入れる

「ゲートキーパー」と位置づけインタビューを試みたものである。調査対象はアニメを放送するテレビ

局とマンガ出版社とした。 

 アニメとマンガにフォーカスをあてたのは、この二つの分野がフランスでは「ニッチ」を越えた大き

さを持っているからである。（実写の劇場用映画はフランスでも「ニッチ」であることから、ここでは対

象としない）。 

 

 さらにアニメについては、普通の視聴者がアニメを見る機会である「放送局」をヒアリング対象とし

た。フランスにテレビアニメを販売する場合、実は代理人経由のことも多い。しかし、今回の調査では、

アニメ放送の出口であり、社会的な影響力も大きいテレビ局にインタビュー対象を絞った。 
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「マス」に日本のコンテンツがリーチしているフランス 

 ジェトロでは「ゲートキーパー」調査を米国でも行っているが、そもそも調査の立ち位置は米国と異

なる。 

 

米国では、日本のコンテンツは「ニッチ」であり、日本のコンテンツを取り扱う者は、ある程度日本

に興味を持っている者である。米国では「日本のコンテンツに全く興味を示さない」人でもコンテンツ

業界の中でやっていける。日本のコンテンツに興味を示さない人が大半であるかも知れない。そのよう

な中で、日本のコンテンツを扱う人は、多尐なりとも、日本に積極的に関わりたいという欲求がある人

だ。 

 

これに対し、フランスでは、日本のコンテンツに「個人的には」興味がなくても、テレビ局ないし出

版社に勤めるのであれば、意識せざるを得ない。このことは米国との大きな違いである。その背景には、

フランスで「普通に日本のコンテンツが受け入れられている」からである。 

 

テレビの例を考えると、地上波最大の民放である TF1 は 87 年から 97 年にかけて「クラブ・ドロテ」

という日本のアニメを中心とする番組を放送しており、最盛期には毎日、週 30 時間（子供が休暇の毎週

水曜日には 8 時間）もの放送をしていた。 

  

 このためもあり TF1 をはじめ、地上波アナログ局のフランス・テレビジョン（公共放送）、M6（民放）

ともに日本アニメへの関心が高い。今、日本のアニメをあまり放送していない TF1 や M6 が本レポート

のインタビューに応じた背景には、「主要テレビ局は（現在日本のアニメを放送しているか否かにかかわ

らず）日本のアニメを常に意識している」ということの証左である。 

 

さらに、フランス特有の事情として、クォータ制度の問題がある。フランスの放送局は欧州製の番組

を 6 割以上放送することを義務付けられている。日本のアニメは残り 4 割の枠で放送されるものだが、

この枠は米国のアニメと争っている。放送中の米国の番組の人気が低下したときのために、日本のアニ

メにも目配りはしたいというのがフランスの放送局の本音である。日本企業から見ると、「日本のコンテ

ンツを放送していない放送局」も潜在的な顧客であるという認識が必要である。有力な放送局について

は「キープ・イン・タッチ」を続けるしくみをつくることは有用であろう。 

 

 

 出版市場でもマンガは一定のシェアを有している。例えば、現在もっとも人気のある「NARUTO」シ

リーズは累計で 1800 万部以上の売上を記録している。日本では「NARUTO」シリーズは 1 億部以上を

売り上げていることを鑑みると小さい市場ではあるが、売れている数字は決して小さくはない。 

 

 だから、大手出版社も「マンガ」を出版している。仏の大出版社であるアシェットもエディティスも

社長がプレス発表で同社の「マンガ」の業績についても触れる。そのくらい、マンガは無視できない存
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在になっている。 

 

 図書館や書店もマンガに興味を持っている。例えば、フランスの中・高校生の投票によりその年の最

優秀マンガを表彰する「MANGAWA」賞1という賞があるが、これは、地方の書店のイニシアティブによ

り始まったものだが、フランスの中学・高校の図書館司書、一般の図書館司書と出版社を巻き込み、7 年

間続く賞となった。趣旨は、投票を「学校単位」で行うことで、これにより、「良い本の選び方」を生徒

と学校の図書館司書がディスカッションする場を提供している。このように、教育的な意味も含めマン

ガを売り出そうとしている面もあるのがフランスの特徴である。 

 

 出版社はジャパン・エキスポのようなファンの集いだけではなく、教育関係者にも気配りをしなくて

はいけないほど、マンガは「マス」にリーチしているといえる。 

 

 日本のコンテンツが「マス」にもリーチしているのがフランスの特徴であり、「ニッチ」なプロパティ

にとどまる米国とは大きな違いである。このためフランスで日本のアニメやマンガに携わる者は「マス」

を意識している。「マス」である以上、ただ人気を盛り上げるだけでなく、社会的な認知度も高めること

を考えなくてはならない。尐なくとも、インタビューでは、ゲートキーパーのそういった意識がみてと

れる場面が多いので気をつけて読んでいただきたい。 

 

なおジェトロでは同様の調査を米国でも行っている。あわせ参照願いたい2。 

 

                                                   
1 http://www.prixmangawa.com/ 
2我が国のコンテンツの海外における「ゲートキーパー」プロファイリング調査（米国編） 
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２．フランスの放送・出版業界の概況 

 

【放 送 業 界】 

 

フランスは国営放送と民放の TF1 が圧倒的に視聴者を獲得している国である。これは長い間、地上波ア

ナログでは、無料の公共放送の 3 つのチャンネルと民放の 2 つのチャンネルしか診ることができなかっ

たためである。特に民放の TF1 の視聴占有率は際立って高く、平均で、1/4 以上を占めている。 

 

しかし、地上波デジタルの全面導入を控え、デジタル放送で無料で見ることができるチャンネルが飛躍

的に増加しており、国営放送と TF1 の寡占という構造はくずれつつある（表 1）。 

 

表 1 フランスの放送局の視聴占有率 

出所）MEDIAMETRIE 

 

フランスでは 2005 年に地上波デジタルが商用化され、新規の地上波デジタルチャンネルが増加している。

地上波デジタルへの完全移行は 2011 年 11 月 29 日に予定されている。 

上の表のチャンネルでアナログに○がついていないチャンネルは、2005 年以降創設されたデジタル専門

の新規の無料チャンネルである。 

 

チャンネル名 アナログ 占有率（2009） 占有率（2008） 説明
FRANCE2 ○ 16.7 17.5 日本のNHKの本チャンネルにあたる

FRANCE3 ○ 11.8 13.3 地方局ごとの編成もある

FRANCE4 1.1 0.9 デジタルでできた新しい局

FRANCE5 ○ 3.1 3.0 子供向け、教養番組が多い

国 ARTE ○ 1.7 1.7
ドイツと同じ放送をそれぞれ自国の言語で放送　仏独それぞれの

公共放送が株を保有

TF1 ○ 26.1 27.2 ブイググループの放送局

M6 ○ 10.8 11.0 ドイツRTLが株主

W9 2.5 1.8 M6と同じ放送局

TMC 2.6 2.1 TF1とモナコ公国が共有

NT1 1.4 1.0 TF1グループ

NRJ12 1.5 1.0 NRJグループ

BFM　TV 0.7 0.4 ニュース専門チャンネル

iTELE 0.5 0.3 CANAL+傘下のニュース専門チャンネル

VIRGIN17 0.7 0.5 バージングループ

GULLI 1.8 1.5 ラガルデールとフランステレビジョンの共同チャンネル　子供向け

有
料
民
放

CANAL+ ○ 3.1 3.3 一部無料放送のある原則有料のチャンネル

公
共

無
料
民
放
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表でみるとわかるとおり、新しい地上波デジタルチャンネルの視聴率が上昇しているため、相対的に昔

からあるアナログ放送局3の視聴率は低下している。 

 

新しい地上波デジタルチャンネルや有料チャンネルは日本のアニメに関心を示している 

 このほか有料チャンネルも存在感を増している。2008 年時点で、フランスでは 41％の世帯が、ケーブ

ル、衛星、ADSL のいずれかの形態で有料チャンネルを受信している4。 

 

 地上波アナログチャンネルは、「アニメは子供向け」という制約が強い。このため、日本のアニメをそ

のままの形で放送することは難しい。有料チャンネルの GAME ONE は、地上波アナログのこうした

制約を踏まえ、「NARUTO」のオリジナル・バージョンを放送し高視聴率を得た。 

 

 多くの人に周知するには地上波アナログがベストだが、有料チャンネルも潜在視聴者数はかなりいる。

こうした有料チャンネルでのアニメの放送も重要な「ウィンドウ」となりうる。 

 

 

【出 版 業 界】 

 

 フランス語の出版市場はそもそも小さい 

フランスは出版物の発行部数が人口比を考慮しても日本と比較して尐ない。以下はフランスの出版物の

発行部数の推移だが、この統計には日本の出版統計には算入されない教科書とマンガの単行本が含まれ

ている（表 3）。 

 

表 2 フランスの書籍の売上・発行部数推移 

出所）フランス出版協会”L’ edition en perspective” (出版概観) 2009-2010 年版より作成 

 

 フランスの教科書のシェアは部数ベースで 12.2％（09 年）となっている。フランスでは尐子化傾向が

止まっていることもあり、教科書はその年により上がり下がりはあるものの、安定した部数を出してお

り、このことが、フランスの出版界の下支えの役目を果たしている。 

 

 

                                                   
3 もちろん、アナログの放送局もデジタル対応をしており、デジタル・アナログ双方の放送をしている状

態である。 
4 出所：マーケティング・プロフェショナル誌

http://www.marketing-professionnel.fr/chiffre/bilan-csa-2008-economie-chaines-television-payantes.

html 2011 年 3 月 31 日アクセス 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
売上（100万ユーロ） 2468 2539 2598 2640 2697 2746 2795 2894 2830 2829
発行部数（千冊） 412418 419429 428656 449660 451009 460030 469690 486559 468325 464776

http://www.marketing-professionnel.fr/chiffre/bilan-csa-2008-economie-chaines-television-payantes.html　2011年3月31
http://www.marketing-professionnel.fr/chiffre/bilan-csa-2008-economie-chaines-television-payantes.html　2011年3月31
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目立つ大手出版社の力 

 

フランスの出版市場を企業別に見ると、1 位のアシェットの売上が 2 位のエディティスの 3 倍近くに上る

という、アシェットの力が極端に強い市場である。アシェットの売上は 23 億ユーロとフランスの本の売

上の総額に近い水準である。このアシェットの売上には、海外での売上や、取次ぎでの売上も含まれて

いる。アシェット社のホームページによると、同社の売上のうち、フランスの売上は 31％（2008 年）5に

すぎない。 

 

2 位以下の出版社の売上にも取次ぎや、フランス語圏での売上が含まれているため、出版社の売上が、フ

ランスの出版市場の売り上げ以上となっていることに留意する必要はあるが、フランスの出版市場は、

その規模に対して、大手企業の占める割合が高いとはいえる。 

 

フランスである程度、マンガが出版界の中で力を持っているのは、この大手出版社がマンガを重視して

いることにもよる。大手の出版社は、書店の棚に対しても影響力を持っている。 

 

表 3 フランスの主要出版社一覧（売上 3 億ユーロ以上） 

出版社名 カタカナ表記 

売
上
（
百
万
ユ
ー
ロ
） 

取

次

ぎ

の

有

無 

マンガ・ 

ブランド 
備 考 

Hachette Livre アシェット・リーブル 2273 ○ PIKA   

EDITIS エディティス 751 ○ KUROKAWA   

France Loisirs フランス・ロワジール 370 × なし 
ブッククラブ 

専門 

Groupe Lefevre-Sarrut グループ・ルフェーブル・サリュ 314 × なし 法律書専門 

Media Participation メディア・パルティシパシオン 319 ○ KANA   

注）売上は 2009 年決算 

出所）フランス出版協会”L’ edition en perspective” (出版概観) 2009-2010 年版より作成 

 

表の主要出版社のうち 3 位のフランス・ロワジールと 4 位のグループ・ルフェーブル・サリュは専門出

版社なので、総合出版社では、上位 3 位の出版社が全てマンガのブランドを有していることになる。 

 

                                                   
5 アシェット社ホームページ http://www.hachette.com/corporate-mot-du-president.html 2010 年 11

月 26 日アクセス 

http://www.hachette.com/corporate-mot-du-president.html
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またフランスの特徴として、日本の大手取次ぎにあたるような機能は上位の出版社が子会社として有し

ており、中小の出版社は大手企業の傘下に取次ぎ機能を依頼しなくてはいけない。 

 

主要な取次ぎと取り扱い出版社は以下のとおり。（マンガ出版社を中心とする） 

 

表 4 フランスの主な取次ぎ 

名 称 取り扱い出版社 

Hachette Distribution Hachette 系列出版社（PIKA を含む） ,Glenat, 

Delcourt-Tonkam,Soleil 等 

Interforum EDITIS 系 列 出 版 社 （ Kurokawa 含 む ）、

Ki-oon,Ankama,12 Bis 

MDS Media Participations 系列出版社 

（KANA を含む）、 

出所）フランス出版協会”L’ edition en perspective” (出版概観) 2009-2010 年版より作成 

 

 

マンガのシェアでは GLENAT と KANA とトップ争いをしている。 

 

図 1 フランスの出版社別マンガシェア（2009） 

 

（出所） LIVRE HEBDO 

 

 GLENAT は One Piece と Dragon Ball、KANA は NARUTO というキラーコンテンツを持っているこ

とから市場占有率が高い。 
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３．テレビ局 

 

TTFF11  
 

【 創 立 】1935 年 

【取り扱い分野】放送 

【企業形態】 

全国ネットの地上波民間 TV 放送局（無料）。 

地上波デジタル（TNT）、衛星・ケーブル、ADSL 回線で視聴可能。 

【 親 会 社 】Bouygues(筆頭株主) 

【売上推移】2009 年：23 億 6470 万ユーロ 2010 年：26 億 2240 万ユーロ（前年比 11％増） 

 *TF1 Groupe 全体の売上（出典：TF1 公式サイトより） 

 URL：http://www.tf1.fr/ 

 

【企業情報】 

フランス最初の全国ネット TV 局。国営から 1987 年に民営化。建設・不動産業、通信業などを営むグル

ープ企業の Bouygues Groupe が筆頭株主（48％）。国内シェア No.1。総合チャンネルの TF1 局（無料

チャンネル）以外に、無料チャンネルとして TMC、NT1（2010 年取得）、有料チャンネルとして、ス

ポーツ専門の Eurosport や TV Breizh、 Découverte、ニュース専門の LCI、バラエティやシリーズ物を

放映する TF6 や Série Club（M6 局と 1/2 ずつ所有）などのチャンネルを所有、多彩なプログラムを展

開している。 

TF1 Groupe はまた、放送事業以外にも映画製作、映像作品のライセンスおよび配給事業、DVD や CD

の企画販売、VOD サービスなど、多角的事業を展開している。 

 

 

【インタビュー】  

Yann Labasque   青尐年向けプログラム責任者（2011 年 1 月 31 日） 

 

1. 番組編成の方針について、教えていただけますか？特に、Tfou（テフゥ

と発音、同音異義語で T’es fou：“キミはクレイジー”とかけている） と

いう枠組みの中で、子供向けのアニメーション放映をされているようで

すが。 

 

Tfouは当チャンネルの子ども向けブランドで、4〜10 歳を対象とし、幅の広

さを心がけています。 幼児向けには朝から、もう尐し年齢層の高い子ども
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向けには水曜6と日曜に放映しています。2007 年からスタートし、はじめは Web サイトでしたが、テレ

ビでも使うようになりました。この枠内に約 15 のシリーズがあります。子どもの両親の信頼を得、安心

してもらえるようなプログラムを提案できるように心がけています。局の中には専属の心理学者がおり、

すべての番組を見て、我々にアドバイスをします。そして、脚本の一部を手直ししたり、場面によって

はカットしたりする際に手助けをしてくれるのです。また、買付けの際にも意見を出したりします。グ

ループ内の Nickelodeon チャンネル（8〜12 歳向け）の人気番組（実写）「Victorius」の購入にも関わり

ました。 

男の子も女の子にも興味を持ってもらえる番組を探しています。ユーモアや茶目っ気があり、そして責

任を伴うメッセージがあるもの、とはいえ、教育一辺倒でもない。6〜10 歳に向けた、本当の意味でのコ

メディに興味を持っています。 

2010 年、TFOU は、子ども向けプログラムのトップでした。シェア率は 26.4％、次は国営 FR3 局で 18％、

そして 3 番目は有料チャンネルの Gulli で 13.8％です。当チャンネルがつくった編成は、このシェアを

保つのにじゅうぶんと考えています。TF１では、年間子ども番組は千時間放映しており、全体の 14％を

占めます。この放映時間数は、CSA(Conseil Supérieur de l’audiovisuel、国立視聴覚高等評議会)が管理

しており、チャンネルによって変動があります。共同制作に関しては、年間 5、6 シリーズを制作してい

ます。 

 

２．現在、日本の番組も放映されていますか？  

 

現在日本の番組は、放映していません。ポケモンの権利が残っていますが、放映はしていません。地上

波デジタルとしてスタートした NT1 では、日本アニメを放映しています。（「ナルト」「シティハンター」

など）もとは AB プロダクションのカタログだったので、TF１グループが買収した後もアニメ番組のス

トックがあるのです。このチャンネルの視聴者は尐し年齢が高く、日本アニメのファンも多いです。TF1

を卒業した子供たちが次に見るチャンネルと考えられています。 

 

３．どうして、日本アニメは 1990 年代に比べて尐なくなったのでしょうか？情報の不足、クォータ制の

厳しさ、暴力性、もしくは契約条件の難しさ、などでしょうか？「ワンピース」や「プリキュア」など

は、日本では非常にポピュラーなのですが。 

 

以前から、TF１は、主人公のキャラクターの人気の高い「ドーラといっしょに大冒険」などを放映して

います。キャラクターが人気のあいだは、放送し続けるのです。それらをやめて日本のプログラムを差

し込むというのは、難しいという訳です。しかし我々は東映アニメのようなディストリビューターとは

コンタクトを保っています。クォータ制は、もちろん大きな障壁です。契約についての日本のエージェ

ント等との問題はありません。日本のアニメには、興味があるのです。しかし私たちの編成ラインに適

合しないといけないのです。「ワンピース」は尐し年齢層が高いし、「プリキュア」は女の子を対象にし

                                                   
6 フランスの学校は水曜日が休みである。 
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ているため限定されます。90 年代後半までは、日本アニメを多く放映していました。しかし、当時抱か

れていた暴力的なイメージを消し去るためには、編成方針を大きく変えるしかなかったのです。 

 

４．日本アニメの強い点と弱い点を教えて下さい。 

 

日本アニメの強みは、就学前の子ども達に向けたビジュアルの良さと制作の質の高さでしょう。絵のス

タイルで、すぐに日本製だとわかり、人気もあります。が、逆にその点が、グラフィック的に似通って

しまう事にも繋がるので、そこは弱い点と言えるかも知れませんね。 

 

５．アニメ以外でも、興味のある日本の番組はあるでしょうか？ドキュメンタリーやゲームなどは？ 

 

アニメ以外の番組は、放映するのは難しいでしょう。子供向けの番組ではなくなるので。 

 

６．TF1 の子会社のチャンネルはあるでしょうか？貴方は他のチャンネルのプログラムも担当しておら

れるのでしょうか？ 

  

2010 年 12 月に、NT1 局を買収しました。このチャンネルの子ども向け枠は、「 le grand Kiff 」といい

ます。他にも TMC を買収しましたが、このチャンネルでは子ども向け番組は放映していません。TF1

の従来の視聴者層以外の視聴者層を拡げようという意識の結果です。NT1 の編成責任者は Xavier 

Gandon といい、子ども向け番組の購入に際しては、相談しながらともに仕事をしています。 

 

７．IPTV の登場は、TF1 にとって影響がありますか？iPad などの新しいデバイスの登場は、新しいラ

イバルとして受け止めておられるのでしょうか？  

 

番組が複数のチャンネルで放映される場合、条件について IPTV 局等と、はじめの段階から協議してい

ますので問題ありません。VOD については、番組ごとに条件を交渉しています。また、キャッチアップ

（リプレイ）については、すべて無料で提供しています。当局の番組は iTunes では販売していません。 

 

日本アニメの情報を得るためには、スタッフと話し合ったり、MIPTV に行ったりしています。 

東京アニメフェアにはまだ行ったことがありませんが、機会があれば、ぜひ行きたいですね。 
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フフラランンスス・・テテレレビビジジョョンン  
 

【企業情報】 

 フランス・テレビジョンは日本の NHK にあたるフランスの公共放送で、現在は FRANCE2（NHK の

本放送にあたる）、FRANCE3（地方発の放送を含む）、FRANCE4（地上波デジタルのみで放送）、

FRANCE5（幼児番組や教養番組が多い）の 4 つのチャンネルがある。FRANCE4 を除くチャンネルは

アナログ放送も持っている。なお、フランスでは従来は公共放送でも、コマーシャルを流していたが、

サルコジ大統領のイニシアティブにより、2016 年までにコマーシャルは完全に廃止される。現在は過渡

期として 20 時以降のコマーシャルが禁止されている。 

フランス・テレビジョンは地上波デジタル無料チャンネルで子供番組に特化した GULLI の 34％の株

式を持っているが、GULLI の経営はフランス・テレビジョンから独立している。コマーシャル収入が漸

減しているなか、フランス・テレビジョンは NHK と同じく受信料収入が中心であるが、受信料はテレビ

税として、税務署が徴収し、フランス・テレビジョンに再分配している（2010 年現在世帯あたり 121 ユ

ーロ／年）。 

フランス・テレビジョンの「ファイナンス年報(Rapport Financiere)」によると、フランス・テレビジ

ョンの 2009 年の年間総予算は 30 億 1600 万ユーロで、うち 24 億 1240 万ユーロがテレビ税および政府

からの補助金である。政府からの補助金は 4 億 1500 万ユーロである7。 

 

 若年層むけ番組については、4 つのチャンネルが総合的に編成され、ボルデ氏はフランス・テレビジョ

ン全体のアニメーション番組の責任者である。 

 

 日本の NHK にあたる FRANCE2 ではアニメーションの放送は殆どない（ティーン・エージャー向き

の番組はあるが、実写ドラマが中心）。アニメーションの放送の中心は FRANCE3 と FRANCE5 で、最

近では FRANCE4 でティーン・エージャー向けのアニメが放送されている。 

 

【インタビュー】 

ジュリアン・ボルデ クリスティーヌ・レノード （若年層むけ番組部門担当） 

（2010 年 10 月 1 日） 

 

2010 年 10 月現在、日本のアニメは放送されているプログラムの中にはありませんが、ストックとし

て持っています。「NARUTO」、「とっとこハム太郎」、「ビックリマン」などです。2010 年 10 月 29 日か

ら 11 月 1 日かけて、FRANCE4 で 1 日 4 時間「NARUTO」を集中して放送しました。米国のカートゥ

ン・ネットワークで放送されたバージョンに近いもので、FRANCE3 で放送したものより多尐、年齢の

                                                   
7 フランス・テレビジョン HP 

http://www.francetelevisions.fr/downloads/FTV_rapport_financier_annuel_2009.pdf 2010年12月28

日アクセス 

http://www.francetelevisions.fr/downloads/FTV_rapport_financier_annuel_2009.pdf　2010年12月28
http://www.francetelevisions.fr/downloads/FTV_rapport_financier_annuel_2009.pdf　2010年12月28
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いった人に向けたものです。 

 

 NARUTO は 2006 年に FRANCE3 で放送しましたが、FRANCE3 の視聴者は 6-8 歳が中心のため、

大幅に編集したもので、あまり視聴率もよくなかったです。FRANCE4 で放送しているものは、もっと

オリジナルに近いものです。 

 

 韓国の企業は日本の企業より熱心です。また韓国は小学生や幼児（プレスクール）向けのアニメに力

をいれていますが、このセグメントは私たちが必要なものです。2008 年には「My Giant Friend」8を

KOCCA（韓国コンテンツ振興院）の補助を得て、韓国の SAMG 社と共同製作しました。 

 

 フランス・テレビジョンがアニメで力を入れているのは 3-6 歳と 6-10 歳です。FRANCE5 は「とっと

こハム太郎」を 3-6 歳向けとして放送していました。 

 

  残念ながら、日本のアニメ・プロデューサーとフランスのアニメ・プロデューサーが共同で製作す

るようなプロジェクトもあまりないようです。 

 

 一度、放送の権利が切れる前に、大人向けに 2008 年 12 月 24 日の深夜 0 時半から早朝の 5 時まで「キ

ャプテン・ハーロック」を一挙に放送しました。80 年代に子供だった人向けに放送したものですが、残

念ながら、その後繰り返し放送したくなるほどの視聴率を上げることは出来ませんでした。 

 

PS 

 EU と韓国のアニメ企業は共同製作での協力を試みており、2010 年 3 月には済州島で Cartoon 

Connection Korea-EU という双方の地域からプロデューサーを集めた集会が EU と韓国の補助金をベー

スに開催された。  

                                                   
8 My Giant Friend   http://www.europeimages.com/en/programmes/4857-my-giant-friend/ 
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MM66  ((MMééttrrooppoollee  TTéélléévviissiioonn))  
 

【 創 立 】1987年 

【取り扱い分野】放送 

【企業形態】 

全国ネットの地上波民間 TV放送局（無料）。 

 地上波デジタル（TNT）、衛星・ケーブル、ADSL回線で視聴可能。 

【売上推移】 

 2009年：13億 7600万ユーロ 2010年：14億 6200 万ユーロ（前年比 6.2％増） 

 （出典：M6公式サイトより） 

 URL：http://www.m6.fr/ 

 

【企業情報】 

アナログ地上波時代からの無料民放チャンネル。国内や海外ドラマ、音楽番組、スポーツ中継、バラエ

ティ番組を多く放送しており、ニュースは映像を駆使し、短時間に放送する形式で成功を得た。また、

フランスの TV 局では最初に「リアリティーショー」番組を放映（「Loft Story」）、記録的な高視聴率を

獲得し話題となった。若い世代の視聴者が多い。 

母体の Groupe M6 では、M6 局以外に無料・有料含めて 9 局の TV 局を持ち、また映画の製作および配給、

ビデオ編集、イベント企画、雑誌編集、サッカーチーム所有、携帯電話事業、通信販売、マルチメディ

ア事業など、多角的な事業展開を行っている。2008年からは、フランス国内向けにキャッチアップ TVサ

ービス（映画とスポーツ番組を除く放映済みのプログラムを一定期間内インターネット上で無料で視聴

できるサービス）を開始している。 

 

【インタビュー】 

  

Morgann FAVENNEC 青尐年向けプログラム責任者 （2010 年 12 月 9 日） 

 

1.プログラム編成の方針を教えていただけますか？日本の番組は放映されていますか？ 

 

現在は、カナダ日本の共同制作の「爆丸」だけです。過去には、「遊戯王」「ミルモでポン」の他にも良

いシリーズを放映してきました。しかし、1 年半前にディズニーとアニメ作品において独占契約を結び、

2010 年 1 月から 1 年毎の更新をしているため、欧州以外の番組のクォータ9をそれだけで占めてしまって

います。ですから、欧州以外の番組を他に買う事ができないのです。当チャンネルのアニメ番組の視聴

者は 6〜9 歳で、ディズニーは 3〜7 歳です。最近は男女とも冒険アニメよりも、コメディ仕立てのほう

                                                   
9 フランスでは欧州製の番組を 6 割以上放送しなくてはいけない。 
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が多いです。ティーン・エージャーはあまり対象としていません。そのぐらいの年齢になると、女の子

は実写のシリーズを観るし、男の子はゲームをより好みがちだからです。M6 は M6 interaction という商

品化を行う子会社を持っています。「爆丸」においても共同で作業していますので、私の仕事はテレビだ

けに留まりません。情報収集のためには、MIPTV、MIPCOM、ジャパンエクスポなどに足を運びます。ま

だ、東京アニメフェアに行くチャンスはないのですが、いつか実現したいです。そして専門情報誌やイ

ンターネットでも情報を集めます。いつかディズニーとの契約が切れる時のためにも、常にアニメシリ

ーズの情報には通じていなければならないのです。 

 

2.どうして、日本のアニメがフランスのテレビから消えたのでしょうか？ジャパン・エキスポ人気で、

フランスの若者の日本のコンテンツへの興味は続いていますよね？日本アニメの強い点と弱い点は何で

しょうか？ 

  

今の日本において、国内の出生率が非常に低いせいで、制作会社の制作本数が低下したのではないでし

ょうか。唯一抜き出ているのは「イナズマイレブン」だと思いますが、私たちは購入することができま

せんでした。強い点は、もちろんそれが「日本アニメ」だということ。フランスでは日本のアニメとい

うだけでアニメジャンルでは保証になります。ストーリーや語りの質も高いです。 

 

3.アニメ以外の日本の番組に興味はありますか？ドキュメンタリーやゲームなどはどうですか？ 

 

当チャンネルではドキュメンタリーを放映しませんが、音楽、映画、などは注意深く動向を見て、今後

拡げていきたいと思っています。 

 

4.IPTV の存在は M6 局に影響がありますか？iPad のようなデバイスの到来は、テレビにとって新しいラ

イバルと言えるのでしょうか？  

 

プログラム編成に影響はありませんが、子ども向け番組は IPTV でとても要望が多いと聞きます。2009

年にスタートしたキャッチアップの M6 Replay において、はじめの 9 ヶ月間の集計をとったところ、子

ども向けのビデオは合計 5 百万回以上再生されました。新しいデバイスの出現は、当チャンネルにとっ

ては、テレビの延長線上にあります。 

将来、日本との共同制作の可能性はあります。唯一の条件は、フランスのスタジオがフランス国内でア

ニメの製作に携わることです。フランスと日本の制作会社の間を取り持つ事はできます。 

 

私たちは、年に 420 時間の子供向け番組の放映枠があります。他の地上波チャンネルよりは、時間数も

予算も尐ないですが、質は保持して行きたいと思っています。フランスの大手チャンネルの傾向として

は、対象年齢が下がってきています。例えば、TF1 チャンネルでは、6〜12 歳よりも 4〜８歳を対象とし

た番組をどんどん増やしています。安定性があり、商品販売の可能性もあるからです。当チャンネルで

も尐しはそういう傾向はありますが、他チャンネルほどではありません。 
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「バーバパパ」の成功は素晴らしく、幼児から大人まで、あらゆる層に愛されています。このシリーズ

は安心して観られるし、大人にとってはノスタルジック、幼児には優しいのです。 

M6 は、創立時から、オリジナルの創作番組よりも、BD や本から派生した番組に力を入れてきました。

ディズニー以外では、90％の子ども番組が、何らかの原作のある番組です（「プチ・ニコラ」「マルティ

ーヌ」「ティトフ」など）。この選択は、他の大手チャンネルの有名なアニメ番組に対抗するのに有効な

のです。なぜなら、すでに子ども達は原作で主人公のキャラクターを知っていますから。 
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CANAL+    
 

【 創 立 】1985 年 

【取り扱い分野】放送 

【企業形態】 

フランス初の民放で、基本は有料。ただし、一部の放送は無料で見ることができる。 

当初は地上波 1 チャンネルだったが、現在は衛星で 55 チャンネルを束ねる。 

【 売 上 】45 億 5300 万ユーロ（2009 年）10 

 

URL：http://www.canalplusgroupe.com/ 

 

【企業情報】 

 ビベンディ・グループの 100％子会社。カナル・プリュスグループはフランス最初の民放のグループで

複数の有料チャンネルを有している。もっとも大きいカナル・プリュスというチャンネルは、地上波の

有料放送で、一部のニュースや特別番組（カンヌ国際映画祭の中継権利を有している放送局として知ら

れる）は無料で見ることができる（スクランブルが所定の時間解除される）。加入者数は 1080 万口。ま

た衛星放送も持っており、こちらは加入者が 580 万口。カナル・プリュスグループで 55 のチャンネルを

有する。ひと月の加入料は 12.9 ユーロから 59.9 ユーロ（視聴可能なチャンネル数による）。このほか VOD

（ビデオ・オンデマンド）サービスや、加入者には見逃した番組のネットでの時間差視聴（キャッチ・

アップ・テレビ）を提供している。ポーランド、ベトナムでも有料放送を行っている。 

 

【インタビュー】 

 

 Sophie Boe  カナル・プリュスグループ アニメーション責任者（2010 年 9 月 29 日） 

  

1. 番組編成の基本的な考え方は？日本のアニメは放送していますか？ 

 

 カナル・プリュスグループとして、2007 年 10 月に「CANAL+ FAMILY」と

いうチャンネルをはじめました。子供向けには PIWI(3-6 歳向け)、TELETOON

（6-10 歳向け）があります。 

 PIWI では「ハロー・キティ」、「とっとこハム太郎」、TELETOON「きらり

ん☆レボリューション」、「ケロロ軍曹」、「おジャ魔女どれみ」「ジュエルペット」

を放送しています。 

日本のアニメについては、尐女向けのコメディタッチのものを探しています。

                                                   
10 カナルプリュスグループ プレゼンテーション資料 

http://media.canal-plus.com/file/76/4/182764.pdf  2010 年 12 月 21 日アクセス 

Sophie Boe 
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男の子向けのアニメは騒々しくしばしば暴力的過ぎます。カナル・プリュスグループのアニメーション

としては、男の子向けの日本アニメは方針に合わないのです。 

 日本のアニメでは普通のことでも、フランスでは、暴力的ということで、カット・編集が必要な場合

があります。「ケロロ軍曹」のような作品でもカット・編集作業が必要でした。 

 

２. ジャパン・エキスポのようなイベントが盛んであるにもかかわらず、日本アニメの放送が尐なくな

っているのはなぜですか？ 

 

 二つの問題があります。一つはコンテンツの問題。日本のアニメはしばしば暴力的ですし、ティーン・

エージャーを対象としたものも多いです。二つ目は日本企業との契約の問題です。 

 

 フランスで、ティーン・エージャーを対象とした放送というのはとても難しいのです。15 歳以上はテ

レビを見ないで、ネットを見ています。ネットでは、日本語でアニメを見ることも出来ます。日本のア

ニメはティーン・エージャー対象のものも多いのですが、そのようなアニメは放送しにくい。 

 

 契約に関しては、やはり日本企業は決定まで時間がかかりすぎるという問題があります。ここ数年は

改善の傾向にありますが、編成を組む際に、予定が立たないのは困ります。 

 

 

３. 日本のアニメの強み、弱みはなんですか？ 

 強みは、豊かで多彩なコンテンツ、描線が美しいこと、作家のイマジネーションの素晴らしさ。弱み

は一部に類型的なデッサンがあること、（特に尐女向けアニメでは類型的な傾向がある）、暴力的な描写

が散見されること。アメリカの作品だと、暴力の限界が見えており、かつ予想されるのですが、日本の

アニメの場合、どのような暴力シーンがあるのか予想ができないこと。 

 

 漫画（コミックス）ではよいのに、アニメーションだと冗長になる傾向もあります。過去、カナル・

プリュスで放映したアニメでは「MONSTER」は漫画もアニメも素晴らしかった。「鋼の錬金術師」は漫

画は良いのですが、アニメは冗長なところもありました。 

 

 他方、自分が選んで放映した作品では「エクセル・サーガ」や「サムライ・チャンプルー」は素晴ら

しかったと思います。 

 子供向けのアニメは常に探しています。特にPIWIとTELETOONでは放映できるアニメは歓迎です。 

 

 CANAL＋ FAMILY では革新的なアニメがないか探しています。また、アニメ映画、特に宮崎駿の映

画が放映できないか考えています。 

 

 また、多くのチャンネルがあるので、子供番組以外にも目配りはするようにしています。例えば 11 月
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には「東京中毒」という東京を紹介するバラエティ番組を単発で放送しました。人気タレントのアント

ワーヌ・ドコーヌが司会の番組で彼自身が東京で取材します。 
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GGuullllii  
 

【 創 立 】2005 年 

【取り扱い分野】放送 

【 親 会 社 】Lagardère、France Télévision 

【売上推移】単独での売上は発表していない 

 URL：http://www.gulli.fr/ 

 

【企業情報】 

出版社のアシェットなども属する大きなメディアグループ、Lagardere に属する子供向け番組の専門チ

ャンネル（34％はフランス・テレビジョンが出資）。フランスにおける子供向け専門チャンネルとしては

ナンバーワン。はじめは地上波デジタル局としてスタートした。Gulli の名称は、大人から子供まで、世

代を超えて受けいられるチャンネルをめざし、「ガリバー旅行記」の主人公ガリバーGulliver からとって

いる。６～1４歳を主なターゲットとしているが、同時にシリーズものや映画、バラエティなど、ファミ

リーに向けた番組編成も行う。2010 年、TNT（地上波デジタルチャンネル）で放映されるチャンネル内

では第３位の視聴率を獲得。2009年度から比べ 22％の伸びを見せた。フランス語とロシア語で放送、12

カ国（2400万世帯）で放送されている。グループには Gulliのほかに、June(旧称 fille TV、ケーブル・

衛星放映。15-34 歳の女性向け)、Tiji(ケーブル・衛星放映。7 歳未満の幼児向け)、Canal J(8-12 歳の子

供向け)、MCM(15-24 の若者層、とくに男子向け。日本アニメの放映も多い)、Mezzo（音楽番組。世界

30 カ国で放映）などのチャンネルがある。 PC でのキャッチアップサービス (Gulli Replay: 

http://replay.gulli.fr/)や、iPadでのアプリケーションなどのサービスも展開している。 

 

【インタビュー】  

 

Julia Tenret 購入部門責任者 （2011 年 1 月 7 日） 

Maud Branly 購入部門 

 

 

１． 番組編成のポリシーについて、教えていただけますか？日本の番組は放映されていますか？  

 

グループ全体では、日本アニメは数シリーズ放映しています。Tijii チャンネルでは「ベイブレード」「ぴ

ちぴちピッチ」「夢のクレヨン王国」、CanalJ では「遊戯王！5D’s」Gulli では「ポケモン」を放映中で

す。もう尐し対象年齢の高い MCM チャンネルでは「Bleach」「デスノート」「ワンピース」「鋼の錬金術

師」「パラダイス KISS」「黒執事」「古代王者恐竜キング」などを、そして深夜には、尐しエロティック

な日本アニメ番組も放映しています。思春期以上の年齢を対象にした日本アニメのほうが、購入しやす

いです。それにこのジャンルは流行っています。なるべくケーブル衛星チャンネルにおいてグループが
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独占権を持てるように心がけています。Gulli チャンネルでは、７割が放映権の購入で、３割が共同制作

の番組です。海外の制作会社との共同制作は非常に稀で、英国と１シリーズ実現したのみです。情報収

集は、日本への出張、またはフランス国内での配給会社やエージェントとのコンタクトを保つ事です。

専門情報誌もありますし、インターネットや見本市なども活用しています。 

 

２. ラガルデールグループとして、Gulli チャンネルのプログラムについて、方針はあるのでしょうか？

フランス・テレビジョンが一部の株を保有していますが、プログラム決定に介入してくるのでしょうか？

グループ内の他の会社、つまり出版社などと連動して仕事されることはあるのでしょうか？  

 

チャンネルの番組編成について親会社が介入してくることは一切ありません。まったく独立しています。

しかしフランス・テレビジョンの方とは、定期的に会っています。共同制作や購入をする場合もありま

すが、それも非常に稀です。グループ内のマンガ出版社である Pika Editions やアシェットとは、とくに

コンタクトをとらず、連動していないというのが現状ですね。 

 

３. フランスの TV チャンネル（無料地上波）が日本アニメを放映しなくなった理由について、どうお

考えでしょうか？マンガやジャパン・エキスポの人気は、フランスの若者を日本コンテンツに近づけて

はいないでしょうか？日本アニメの強い点と弱い点を教えていただけますか？  

 

ジャパン・エキスポ会場では、MCM チャンネルのブースがあります。そして担当の Maud Branly は昨

年東京アニメフェアに参加しました。基本的に２年に一度このフェアのために出張しています。昨年は、

15〜24 歳を対象とした新しいアニメシリーズを色々と発見できましたが、幼児向けの作品はあまり見つ

けられませんでした。全体的に、日本でアニメ番組の制作が減っているように感じます。制作費用の問

題なのでしょうか。日本では広告のスポンサーが制作費に出資し作品の選択をすることが多いと思いま

す。フランスでは、TV 局が出資することはありますが、広告主は出資しないのです。日本のアニメ番組

は、ときに尐々暴力的だったりセクシーだったりすることがあるので、当チャンネルの対象視聴者には

向かないものがあります。しかし、強い点も多いです。なんといってもマンガ的なグラフィックは子ど

もに大人気ですし、スタイルとして魅力的です。リズム感があり、ダイナミックな演出です。アクショ

ンもいいし効果的。会話の部分が尐ないのも良いと思います。それに、シリーズによっては、とても長

いですね。「ワンピース」は 400 話以上あります。長いシリーズは、固定のファンを獲得しやすいです。 

私たちのグループでは、アメリカのアニメーション番組もよく購入します。古いシリーズを購入するこ

ともあります。スペインやイタリアでも、良い作品がありますね。韓国のアニメでは、「Pororo et Dibo」

を Tiji に向けて購入しました。 

 

４. 例えば、「ベイブレード」の玩具販売会社とは連絡を取られましたか？  

 

いいえ、私たちは番組の編成に専念し購入を担当しているので直接のコンタクトはありませんが、グル

ープ内にはライセンシング部門がありますので、商品化については、そちらでの担当となります。 
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５. 日本の番組で他にご興味のあるジャンルはありますか？ドキュメンタリーやゲームショウなど

は？ 

 

可能性はあると思います。グループのチャンネルでは、日本のドラマは放映したことがありませんが、

「NANA」の映画は放映していました。娯楽やゲーム番組は、MCM チャンネルに向いているかも知れま

せんね。例えば「筋肉番付」やアメリカで放送された「silent library」11的なものだと、目新しさと面白

さがあると思います。 

 

６. IPTV の成長は Gulli に影響がありますか？iPad のような新しいデバイスは、テレビチャンネルと

しては、ライバルになるのでしょうか？  

 

新しいメディアに向けた部門も、グループ内にあります。そこではキャッチアップや VOD、iPad 用のア

プリケーションを担当しています。これらの業務は非常に活発でこれから伸びると思います。キャッチ

アップの視聴も多いです。 

 

                                                   
11 「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」の一コーナーが米国にフォーマット販売され「silent 

library」というタイトルで視聴者参加型リアリティーショーの番組となった。 
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GGaammeeOOnnee  
 

【 創 立 】1998 年 

【売上推移】単独での売上は発表していない 

 

URL：http://www.gameone.net/ 

 

【企業情報】 

 98 年にゲーム情報を提供するケーブルのチャンネルとしてスタート。インタビューの中にあるとおり、

親会社が CANAL＋から MTV に変更した。 

 

 

【インタビュー】 

 

Jean-Marc  Duppire 編成部門責任者 （2010 年 9 月 29 日） 

 

 1998 年に放送を開始したときは、Game One はその名前のとお

りゲームといくつかの日本アニメを放送していました。その当時は

CANAL＋の子会社でした。2003年にCANAL＋が資本を引き上げ、

MTV に買収されました。 

 

 ゲーム好きはたいてい日本アニメのファンで、この二つの分野を

融合したものは当時ありませんでした。現在でもこのチャンネルの

視聴者の 60％は男性でだいたい 15-24 歳、24-35 歳は増えつつあり

ますが、このあたりが視聴年齢の上限です。 

 

 このチャンネルはケーブルや衛星のなにかしらのパッケージに入

っていれば、基本料金で見られるようになっています。視聴可能世

帯は 1000 万世帯です。 

 

  2006 年にこのチャンネルは「デジタル元年」を宣言し、より広い視聴者層を開拓しようとしはじめ

ました。視聴者数は 2006 年以降絶えず増え続けており、ケーブルチャンネルの中で、15-24 歳では第一

位となっています。 

 

  GameOne はフランスで生まれ、同じようなチャンネルは他の国にはありません。MTV は親会社で

はありますが、番組編成は Game One が独自にやっています。 

Jean-Marc  Duppire 
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 番組編成にあたり、15-24 歳の男性に訴求することを第一にしています。この年齢はみんな、どんな社

会階層に関わらずビデオ・ゲームが好きです。このビデオ・ゲーム好きに訴求していることが勝因です。 

 

 NARUTO の放送権を獲得したとき、他の放送局は実はあまり関心を示していませんでした。公共放送

の FRANCE3 が放送することは知っていましたが、これは、改定バージョン、暴力シーンを抜いたもの

であることはわかりました。Game One はオリジナル・バージョンを放送し成功したのです。 

 

 日本のアニメの難しさは「良いプログラム」を見つけることです。フランスではロボット・アニメは

実はあまり成功していません（UFO ロボグレンダイザーは別ですが）。例えば、ガンダムシリーズはそ

れほど人気がありません。日本で人気があるからといって、フランスでは人気が出ないことを承知して

ほしい。 

 

 日本企業とコンタクトするためには MIP（カンヌで春秋の年 2 回）にいきます。後、日本アニメの権

利を得るためには代理人をつとめる仏企業の KAZE、DYBEX や KANA とディールをします。日本には

かつて東京アニメフェアに一回だけ行きました。日本にはもっと行きたいのですが、予算がありません。 

 

 放送するアニメを選ぶにはフィーリングも必要ですが、クライテリアを意識することも重要です。ま

ず、たくさんのエピソードが必要です。視聴者をなじませていかなくてはいけませんから。プロモーシ

ョンも必須。DIRECT STAR（ケーブルチャンネル）が ONE PIECE を放送しはじめました。成功す

るかどうかわれわれは注視しています。今のところ大成功とはいえないようです。 

 

 GAME ONE のアニメの視聴者は地上波より年齢が上で、センサーシップはもう尐し緩いです。 

 

 日本のアニメで NARUTO のように大掛かりに製作され、たくさんのエピソードをもっているものは

大変魅力的です。イマジネーションもふくらみます。ただ、いくつかの日本のアニメはフランスで視聴

者を見つけることが出来ません。 

 

 GAME ONE として直接日本企業と取引できたらとも思いますが、まだ翻訳吹き替えの能力などがあ

りません。そうするとわれわれは放送権だけの獲得で、マーチャンダイジングなどの権利を得ることが

できません。テレビ東京や講談社とは直接はなしたことがありますが、一年でたくさんのアニメを購入

するだけの予算がありません。 

 

 一方、ゲームの分野では任天堂もソニーも強い競争力を持っています。私たちは東京ゲームショウの

ために 2 チームを派遣し取材しています。 

 

 現在、私たちは視聴者対象にコンテストを行い、一人はロサンゼルスの E3、一人は東京ゲームショウ、
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一人は東京国際アニメフェアに派遣し、その視聴者の目線でそれぞれ取材してもらうという番組を作ろ

うとしています。 

 

 GAME ONE はアジアでは日本の番組しか購入したことがないし、関心をもったこともありません。

ただ、日本のドラマは権利が厳しいので、他の国のドラマを買うことはありえます。 

 

 日本のミュージック・クリップは尐し流したことがありますが、あまり視聴者の関心を集めませんで

した。フランスには NO-LIFE テレビというミュージック・クリップを多く流すチャンネルがありますし。

ゲームの音楽には関心があります。 

 

 われわれはリスクをとれるだけのお金がありません。男性の視聴者を失うことが怖いので、女性向け

の番組開拓もあまりしていません。男性を失うことなく、女性の視聴者を増やすのが課題です。 

 

 現在ネットも番組宣伝に使いますが、クチコミ情報が多いようです。 
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GGoonngg  
 

【 創 立 】2006 年 

【取り扱い分野】テレビアニメ 

【主な取り扱いタイトル】エクセル・サーガ、D-Gray MAN、幽☆遊☆白書など 

【関連会社】本社はロンドン。パリは支社の扱い 

【 売 上 】276 484 € (2009 年) (フランス国内のみ) 

       出典：infogreffe 

 URL：http://www.gong.fr/ 

 

【企業情報】 

アニメーション番組専門の IPTV 局。番組放映のほか、自社サイトでの VOD やダウンロードサービスな

ども展開。IPTV としてテレビからの視聴のほか、WEB 経由での視聴、携帯電話経由での視聴や VOD

も可能。キャッチコピーは「Anime Anytime Anywhere」。 

 

【インタビュー】  

 

André de Semlyen   CEO（2011 年 1 月 13 日） 

 

1. チャンネルの紹介をしていただけますか？ 

 

2006 年 12 月に設立しました。スタッフはパリに 15 名、ロンドンに 4

名です。欧州における娯楽チャンネルで、本社はロンドンです。ロシア

を含む欧州の複数国で放映される、新しいかたちのプラットフォームで、

北米や南米でも放映されています。主に米国とフランスで人気がありま

す。収入源は、広告と有料視聴、つまりチャンネルの有料契約、VOD

などです。 

  

2. 番組の編成におけるポリシーを教えて下さい。日本アニメも放映さ

れていますね。 

 

プログラムの 90％が日本アニメです。音楽では、もうすぐ「アニメロ」

のライブを放映予定です。ゲームの番組も２つあります。1 年に 8700

のコンテンツを放送し、対象の年齢層は主に 15〜34 歳です。つまり、

私たちが提供するゲーム、音楽、シリーズものに興味を抱く人たちです。オタク層は、結局のところそ

んなに多数いるわけではないので、特に対象とはしていません。逆に、日本アニメがもっと大衆の人気
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を得るように努めています。 

現在約 40 の日本のアニメシリーズを放映しています。大人向けのアニメの場合、米国ではコメディもの

しか制作していませんが、日本の大人向けのアニメ番組の内容は幅が広いのです。基本的にはノーカッ

トで放映しています。多くの視聴者を得るために、1 話目は無料にしている場合が殆どです。当局はフラ

ンスのクォータ制ではなく欧州のクォータ制に準じているため、欧州外の国で制作された番組の放映時

間についての規制が柔軟になっています。欧州で制作された番組を、毎月増やして行かなくてはならず、

最終的には 50％にしなくてはならないのですが、期限の制限がないのです。 

 

3. 日本アニメの強い点と弱い点を教えて下さい。 

 

日本のアニメの一番弱い点は、国内に向けて制作されているものが殆どで、輸出を考えていないことと

言えるでしょう。海外の企業との仕事の仕方に慣れてもらえれば、もっと輸出がスムーズに行くように

思われます。強い点は、ストーリー、そして音楽も含めた制作の高い質、そして技術的にも高いノウハ

ウを持っていると思います。 

仕事をしていて感じるのは、日本の方は、新しいメディアについての権利を許諾するのが、とても困難

なように思えます。そのせいで、米国アニメのほうが多く輸出されているのではないでしょうか。日本

では決断するのが難しく非常に時間がかかるのですが、世の中の動きはどんどん加速しており、即断を

求められる事もしばしばあります。 

 

4. アニメ以外で日本のテレビ番組に興味を抱かれる分野はありますか？ドキュメンタリーやゲームな

どは？ 

 

ドラマやゲーム番組など注意深く目配りをしています。ただ、それらの放映権獲得は複雑なので、韓国

のドラマの放送権を先に獲得しています。 

 

5. 貴チャンネルのような IPTV の成長はどうでしょうか？iPad のような新しいデバイスの出現につい

てはどうお考えですか？ 

  

私たちの番組は、ほとんど全てのメディアで視聴できます。アンドロイド以外の携帯、PC、IPTV、iPad

など。もともとゴング設立のきっかけは、こういった新しいメディアの登場だったからです。私たちの

組織は小規模なので、柔軟に対応できます。2010 年は、PC 上で 2 千万回ビデオが閲覧され、視聴率も

悪くはないです。 

 

ゴングはジャパン・エキスポでは、ブースは出していませんが、常に参加しています。私自身、日本に

は定期的に出張しています。数年前から、Dailymotion や You Tube をはじめとする、有料チャンネルへ

の対処には力を入れてきました。私たちのチャンネルの番組から無断転載された場合、自動的に察知し

て消去するというシステムがあるのです。しかし一般的に、無断転載を避けるためには、日本で放映さ
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れた後に、あまり時間をおかずに各国で正式に放映することだと思います。 
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NNOO--LLIIFFEE  
 

【 放 送 開 始 】2007 年 6 月 

【取り扱い分野】日本のポップカルチャー紹介を中心とする放送局 

【主な取り扱い分野】JPOP の放送など 

 

【 親 会 社 】なし 

【売上推移】2008 年 54771 ユーロ 

   

出所：INFOGREFFE 

URL：http://www.nolife-tv.com/ 

 

【企業情報】 

 インターネットプロバイダー企業の Iliad（ブランド名 Free）が IPTV を展開するにあたり、月額 800

ユーロ程度でチャンネルを持てるサービスを提供したことに呼応し 2006 年に設立。2007 年より放送を

開始。設立者のセバスチャン・リュシェとアレックス・ピロの二人は、子供のころからの日本アニメの

ファンであり、日本のポップカルチャー全般を紹介したいと思い、専門放送局を設立した。現在は Free

だけでなく、Alice、SFR neufbox (SFR)、Orange ADSL (Orange),、BBox (Bouygues)の IPTV でもサ

ービスを提供している。 

 チャンネルの受信料は IPTVに加入していれば無料（別途 IPTVの加入料は月額30ユーロ程度かかる）。

さらに IPTV の加入者以外には月 3 ユーロでネットで放送済みの番組の大半を視聴できるサービスを提

供している。 

 スタッフに日本人がいるためもあり、日本のメディアで紹介されることが比較的多い。日本の番組制

作会社 DLE が「KIRA KIRA JAPON」という日本紹介番組を放送していたこともある。 

 

 

【インタビュー】 

 

 SEBASTIEN RUCHET No-Life 社長（2010 年 7 月 6 日） 

  

 NO-LIFE は IPTV 専門の放送局です。非常に安い値段で開局できるので、IPTV での開局を狙いまし

た。ケーブルは申し込みが多すぎ、衛星放送は高くつきます。IPTV であっても、フランスの放送規制（欧

州製番組 60％以上）が適用されるので、フランスのインディーズのビデオクリップも放送しています。 

 

 主な放送は日本のポップカルチャーの紹介。J-MUSIC のビデオクリップは 1200 曲程度のストックが

あり、毎週ランキングをとっています。101％という番組では新しいゲームの紹介を行っています。その
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ほか、日本のアニメを字幕で放送します。字幕にするのはコスト削減のためですが、日本のオリジナル

のよさも感じてもらえます。 

 悩みは IPTV 専門の放送局のため、視聴率調査ができないことです。フランスでは Mediametrie とい

う企業が、放送局の視聴率を調べているのですが、IPTV 専門の放送局である当社は対象外です。そのた

めもあり広告がなかなかつきません。もうすく視聴率の調査が始まる予定なのですが（後述参照）。 

  

 一時期、ゲーム会社の ANKAMA の出資を受けていたことがあります。ANKAMA は日本に支店も開

設し、日本のマンガの手法を取り入れたフランス人作家によるマンガ出版も手掛けており、経営者の年

代（30 歳代）も同年代で協力がしやすかった。ただ ANKAMA はケーブルか衛星放送にもっていくこと

だったので、現在（2010 年）は資本関係を解消しています。 

 

 経営状態を改善するために、ネットで番組が見られる月 3 ユーロの有料会員を募っています。視聴率

の結果が発表されるといいのですが。 

 

【Mediametrie による視聴率の発表】 

 

 インタビュー後、NoLife 社より Mediametrie の調査結果が送られてきた。（2011 年 3 月 8 日のプレス

発表）。 

 

 2010 年 8 月から 2011 年 2 月の期間、Mediametrie はフランスのケーブル、IPTV の専門チャンネル

の視聴率調査を行った。No-Life の視聴者は 97.9％が 15-34 歳で、非常に狭い年齢層をターゲットとし

ている。視聴者の男女比は男 55％に対し女 45％。 

 

 中でも 25-34 歳には非常に人気が高い。ケーブル・IPTV のチャンネルを人気別に見ると、15-34 歳で

は第 10 位、25－34 歳の男性では 3 位の人気となっている。 

 

 視聴対象が絞られ、かつ、25－34 歳の男性には非常に人気が高いことから今後はこの年代・性別を狙

った広告の獲得が期待される。 
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表 年代別にみたケーブル・IPTV の視聴率順位（2010 年 8 月－2011 年 2 月） 

順位 15-24歳（全員） 25－34歳（全員） 25-34歳（男性） 

1       Canal+ Sport       Canal+ Sport       Canal+ Sport 

2       Téva       Téva       RTL9 

3       RTL9       RTL9       Nolife 

4       Game One       Nolife       Téva 

5       Canal+ Family       Paris Première       Paris Première 

6       Paris Première       Canal+ Family       Canal+ Décalé 

7       Canal+ Décalé       Canal+ Décalé       Game One 

8       Comédie       Playhouse Disney       Canal+ Family 

9       Nolife       Comédie       Canal+ Cinéma 

10       NRJ Hits       Game One       Comédie 

データ）Mediametrie 

出所）No-Life プレス資料 
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４．マンガ出版社 

 

GGLLEENNAATT  
 

【 創 立 】1969 年 

【 取 り 扱 い 分 野 】 マ ン ガ 出 版 （ 日 本 人 作 家 の ほ か 、 韓 国 人 作 家 の 作 品 も 含 む ） 

【主な取り扱いタイトル】「ONE PIECE」、「DRAGON BALL」、「神の雫」等 

 

【企業形態】バンド・デシネ、雑誌部門を含む中堅出版社 

【売上推移】 

 

 

出所：INFOGREFFE （売上は GLENAT 全体のもの） 

URL：http://www.glenat.com/ 

 

【企業情報】 

 バンド・デシネのファンであったジャック・グレナ（2010 年現在 58 歳）がバンド・デシネ専門の出

版社を 1969 年に立ち上げたのが由来。グレナのオフィシャルコメントでは、1988 年に創業者のジャッ

ク・グレナがバンド・デシネを日本に売りに行き、日本で「AKIRA」を見つけて帰国し、1989 年に「AKIRA」

を仏訳出版したとしている12。実際には、水面下で、日本の版権獲得に動いていたようだ。その後「ドラ

                                                   
12 例えば仏・独の公共放送 ARTE が GLENAT 社に行ったインタビューの回答

（http://www.arte.tv/fr/mangarte/Planete-Manga/Les-acteurs-du-manga/512144,CmC=841824.html 

http://www.arte.tv/fr/mangarte/Planete-Manga/Les-acteurs-du-manga/512144,CmC=841824.html
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ゴン・ボール」シリーズや「ONE PIECE」など尐年ジャンプ系の出版を次々と行い、フランスにおけ

る日本マンガ出版のパイオニアとなる。KANA が「NARUTO」で大ヒットを飛ばすまで、GLENAT は

フランスのマンガ出版のリーダーであった。 

 近年は「ONE PIECE」の売上が伸びてきており、再び、KANA と首位を争う状態になっている。 

 なおジャック・グレナはグルノーブルの出身で、本社はグルノーブルにある（マンガ部門は日本から

の訪問者に対応するためもあり、パリ郊外にある）。また、2009 年にはグレナ氏が 1000 万ユーロを投じ

て、グルノーブルの聖セシル修道院を修復し、一部をバンド・デシネの図書館とした。ワインや山歩き

にも造詣が深く、グルノーブルでは資産家としても知られている。グレナ家の推定資産は 2010 年で 6500

万ユーロ（チャレンジ誌による）13。2010 年にはディズニーの「ミッキー・マウス」関連の出版物の翻

訳権を獲得した。 

 

 

【インタビュー】 

 

Stephane Ferrand  マンガ部門責任者 （2010 年 10 月 1 日） 

 

 フランスのマンガ市場の売上は 2009 年に前年比 1.6％減、2010 年に入って前年比 4-5％減のペースで

減尐しています。グレナもマンガの売上を落としていますが、有力タイトルを持っているため、減尐幅

は平均よりは小幅となっています。 

 

 マンガを買うのは青尐年で、自分の稼ぎがあるわけではありません。だから今はもっと慎重に、時間

をかけて買うマンガを選んでいます。 

 

 私たちは現在マンガは「過剰出版」にあるのではと思っています。あまりに新刊が多すぎ、マーケッ

トが飽和しているのです。書店のおき場所にも限界があります。書店は回転率を高めるようになり、新

刊本は 1 週間で売れ行きが悪いと、売り場から撤去される状態です。また書店員も読んでいく時間がな

く、十分なプロモーションができません。 

 

 売れ行きを保つためには、マーケティングやプレス対応の投資が嵩むという悪循環に陥っています。

2010 年には新刊が 1400 も出ます。これは 2000 年の 10 倍で、市場は成熟状態になりつつあります。 

 

 また、他の娯楽との競合も激しくなっています。特に iPod や iPad との競合です。 

 

 このような状態に対処するため私たちは、青年向けマンガと子供向けマンガに目をむけています。子

供向けについては、今年「こっこさん」（こうの史代著）、「アルプスの尐女ハイジ」（いがらしゆみこ著）

                                                                                                                                                                           

2010 年 12 月 3 日アクセス） 
13 http://www.challenges.fr/classements/fortune.php?cible=661 2010 年 12 月 3 日アクセス 

http://www.challenges.fr/classements/fortune.php?cible=661
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の二つのタイトルを出しました。成功したかどうかはまだ判断できる状態ではありません。 

 

 ONE PIECE は 2000 年に出版を始めたときは初版 5000 部からスタートしました。今、この第 1 巻

は累計で 24 万部売れています。つまり、売れていくためには時間がかかるということです。マンガの売

上は徐々に伸びていき、2008 年にはテレビシリーズ（MCM、DIRECT STAR で放送）が放送され、

関連グッズが販売されるようになってきました。ONE PIECE の読者の幅は NARUTO よりも広いと思

います。これは海賊の物語という普遍的なもので、場所も時代も特定されていません。20 年たっても古

びないマンガであり、その意味で「ドラゴン・ボール」と似ています。ONE PIECE にはまだ市場を拡

大させるポテンシャルがあると思います。ですから、現在、マーケティング戦略を練っているところで

すが、今のところ、その費用はわれわれ 1 社で負担しなくてはいけません。ONE PIECE は 2010 年代

のマンガ市場を牽引する作品、NARUTO がゼロ年代のフランスのマンガ市場を牽引したのと同じような

作品にしたいのです。 

 

 ONE PIECE は 11-16 歳をターゲットとしていますが、15―25 歳の読者層にも訴求しています。さ

らに 30 歳以上の読者も一定以上います。創造性の高さが評価されているのです。 

 

 マンガが「マス・マーケット」に訴求されるためには、テレビアニメのほか、派生グッズが必要です。

グレナは単独でマーチャンダイジングをする力がなく、現在はいろいろな企業と手を組んでいけたらと

思っています。フランスではテレビアニメ放送を円滑化するためにヨーロッパ・コープ14とジョイントベ

ンチャーを行うこととしました。 

 

 フランスではマーチャンダイジングが難しいといわれますが、かつて、８０年代に「UFO ロボグレン

ダイザー」（仏名ゴルドラック）がヒットしたときは、いろいろな商品が出て、人気を盛り上げたもので

す。（注：当時はチーズのパッケージも使われていた） 

 

 ただ、不安要素として、友達同士の回しあいが多くなったこと、古本マーケットが拡大していること、

そしてネット上の違法スキャントラッド（違法アップされたコンテンツを呼んだり、ダウンロードした

りすること）の増加です。本の市場をひっくり返すような出来事が起こっています。 

 

 その一方でマンガを読む人が増えており、フランス語の慣用句の「7 歳から 77 歳」（全ての年代の意味）

までの読者がいるという状態になりつつあります。 

 

 FNAC のような大書店あるいは、マンガ専門書店など、小売とは長い付き合いの中で、われわれ自身

どう読者に向き合うかということを考えてきました。マンガ専門書店からの信頼を勝ち取ることが重要

だということをますます認識しています。例えば、「なるたる」では、暴力シーンの存在から途中で出版

                                                   
14 映画監督リュック・ベッソンが代表をつとめるアニメ製作会社。 
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を停止しましたが、これにより、ファンのボイコット運動を受けました。2007 年に「なるたる」の出版

を再開しました。これは、暴力シーンがあるということを表示した上での出版です。立ち読みができな

いように、封印した形での販売を義務付けました。 

 

 このことにより読者だけでなく書店や卸の信頼も勝ち得たのです。これにより、出版を始めたマンガ

シリーズは停止してはいけないということがわかりました。売れ行きのよくないシリーズは出版部数を

絞り込むことにより対処しています。 

 

新しいテクノロジーがどのような影響を与えるかについてはまだ不明な点も多いです。ただ一点、いえ

るのは、このような新しいテクノロジーが出ると、必ず海賊版が先行してしまうことです。iPad はスキ

ャントラッドされた作品を見るのに最適で、海賊版を普及させてしまう可能性もあります。読者は続き

が待ち遠しいので、海賊版を読んでしまい、正規版の紙の出版物を買わなくなります。また、紙の出版

物に比べ、電子出版物はおそらく価格が低くなり、そうすると利益も減る可能性があります。デジタル

に親和性の高いゲームや音楽は、新しい技術により新しい可能性が生まれる確率も高いとは思います。

ただ、紙のマンガだと非常に難しいのではないかと心配です。ただ、完結したシリーズについては、読

者はコレクションのつもりでマンガを購入しているので、あまり影響はないと思います。 

 

韓国のマンワについては、私たちも、また読者も明るくないので、マンワは扱っていません。もし、い

いタイトルがあればマンワは売れると思います。でもグレナは 100％「マンガ」です。 

 

Ki-oon 社はデビュー前の作家にコンタクトをし、その作家がスクエア・エニックス社からデビューした

ことにより、スクエア・エニックス社とのつながりができました。しかし、GLENAT は、日本との出版

社のつながりを大事にしたい。フランス語で「パートナー」というのは重要な意味をもっているのです。 

 

 GLENAT 社の中でマンガの売上はだいたい 30％くらいを占めています。社長のジャック・グレナは

マンガの熱心な読者ではありませんが、バンド・デシネの世界に詳しく、フランスの読者層というのを

完璧に知っています。また、ワイン好きで自ら「神の雫」の翻訳監修も行っています。 

 周知のとおり、ジャック・グレナは８０年代にバンド・デシネを日本に売りにいき、「AKIRA」を見

つけて帰ってきました。 

 

 ２０年にわたりマンガ出版を続け、「AKIRA」や「ドラゴン・ボール」を見出してきた眼力が社長に

はあります。 

 

 新しい試みとして日本の小説の翻訳出版を始めました。「図書館戦争」（有川浩著）、「大帝の剣」（夢

枕獏著）です。「ONE PIECE」のノベライゼーションも出版しています。これまで、好調だったのは

「十二国記」（小野不由美著）ですが、一部あたりの売上は 12000 部から 13000 部ですので、マンガの

ヒット作に比べると出版部数は尐ないです。 
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また、よい翻訳者が尐ないことも問題です。日本の小説はフランスの小説と比べて話の展開が遅く、言

葉に神経を使っているので、翻訳者も感性が豊かな人でなくてはいけません。小説は大ヒットを狙うの

ではなく、小さい市場でも確かな市場を確立したかったからです。短期的な利益を狙うのではなく、長

期的な視野で出版をしています。 

 

料理本の翻訳依頼も受けたことはありますが、フランスと日本では食材が異なること、日本の料理本は

調理過程を詳細に写すのに対し、フランスでは仕上がりの「美しい」写真しか好まれないなど、差異が

大きく難しいものです。 

 

 日本の「クール・ジャパン」政策は興味深いのですが、われわれにどんな影響があるのか、海外に対

してどんな政策をとるつもりなのかがわかりません。われわれが支援して欲しいのは、例えば漫画家の

招聘費です。日本から提示される条件はとても厳しく、なかなか漫画家の先生を招聘することができま

せん。例えばビジネスクラスの旅費を、漫画家の方のみならず、複数の方に用意するといったことです。 

 

マンガの市場が縮小している今、われわれも日本の出版社や政府と協力し、フランスのマンガ市場を拡

大させる方策を考えたいと思います。 
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MMEEDDIIAATTOOOONN  
 

【 創 立 】Médiatoon Distribution: 1999 年、Médiatoon Licensing: 2008 年 

【取り扱い分野】アニメ・マンガコンテンツのライセンス、流通事業 

【 親 会 社 】Média Participation (本社パリ) 

【 売 上 】Médiatoon Distribution: 6 946 887 € (2009 年) 

              Médiatoon Licensing: 11 001 189 € (2009 年) 

              出典：infogreffe 

 URL：http://www.mediatoon-licensing.com/ 

 

【企業情報】 

Média Participation は Dargaud、Le Lombard、マンガの Kana、Dupuis など多くのコミック出版社を

傘下に置く、ヨーロッパでのコミック出版のリーダー的存在であるグループ。他にも雑誌や絵本の出版社

もあり、また、グループ内の会社で書籍卸販売業も担っている。自社コンテンツのアニメ映像化や吹き

替えを行うスタジオも抱え、総合的にコンテンツを展開できるインフラが揃っている。Mediatoon はグ

ループにおける、エージェント的存在。主に 2 つの活動に分かれているが、MediatoonDistribution はグ

ループが開発したコンテンツや他社のコンテンツも含むアニメ番組の TV放映権販売や DVDコンテンツ

のライセンス事業、そして Mediatoon Licencing では、グループが保有するコンテンツの商品化権を扱

っている。「NARUTO」に関しては、同グループのマンガ出版レーベルの KANA がマンガ単行本を出版、

KANA HOME VIDEO が番組販売や DVD 販売を、そして Mediatoon Licencing が商品化権を扱ってい

る。 

 

Média Participation はフランス語圏最大のカトリック関係の文献の出版社でもある。 

【インタビュー】  

 

Jérôme Leclercq（2011 年 3 月 3 日） 

 

１.「NARUTO」はフランスでとても人気があります。7〜14 歳の男の子の人気ナンバー４だとか。また、

DVD におけるシリーズものアニメでは人気ナンバー3（GFK）だそうですね。 

 

その情報は、ひょっとしたら尐し古いものかも知れません。6〜14 歳の男子を対象にした、ゲーム、書籍、

音楽、ビデオなどエンターテイメントの人気だと、2008 年はマリオブラザーズのあと 2 番目に位置し、

2009 年は「トワイライト」の次、やはり 2 番目に位置しています。2010 年の最新の数字では、「NARUTO」

はたしかナンバーワンになっていました。マンガの単行本の売上げにおいては、シリーズものの BD そ

してマンガの分野で、5 年来トップです。単行本は累計 1200 万冊売れています。日本アニメのシリーズ

もの DVD の売上げにおいても、ナンバーワンで 3 枚入り DVD ボックスが 13 万箱売れました。ゲーム
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ではナンバー2 ですが、すべてのプラットフォームをあわせて 31 万点売れました。10〜14 歳の好きな人

気アニメキャラクターでは 2 位でした。 (Etude Kids & Teens’mirror, octobre 2010, Junior City) 2011

年の 2 月、フランスとベルギーに 400 店舗を持つファストフードの QUICK において、「NARUTO」の

マジックボックスが販売されました。4 月にはユニクロでも商品展開されます。 

「NARUTO」の映像と商品化権の契約は 2005 年でした。2006 年の 1 月に Game One チャンネルでア

ニメ放映が開始、その年の夏にカバンや文房具の発売がはじまりました。テキスタイルやシューズなど、

15 点ほどの様々な商品がすぐに決まりました。しかし、当グループはビデオゲームやカードゲームの権

利を持っていないのです。8〜14 歳の男の子をターゲットにする「NARUTO」では、オモチャは売れな

いし、シューズもぎりぎり、といったところでしょうか。コレクター向けの数量限定のフィギュアなど

は、よく売れます。マンガ、DVD、ゲームの他だと、ベッドのリネン類が人気です。年末商戦時には、

大型スーパーでも商品展開されますが、通常は文房具店などが中心です。数が多いので、どれだけの商

品点数とは言えませんが、メーカーとは 50 以上の商品化許諾契約を交わしています。もちろん 1 つの契

約で複数点の商品をつくりますが、詳しい点数は今わかりません。 

TV 東京からいただくスタイルガイドは非常に良くできているのですが、他のライセンス（「NARUTO」

以外）については、そこまで詳しくはありません。良いスタイルガイドは、私たちのクライアントであ

るメーカーに安心感を与えます。 

 

2.「NARUTO」人気にも関わらず、マンガの売上げは低下しています。理由は何でしょうか？日本から

のサポートがあれば、状況は好転するでしょうか？例えば作家の渡仏などはどうですか？ 

 

ここ 10 年間、マンガはフランスで驚くべき成功を収め、コミック市場で重要な位置を占めるようになり

ました。しかし、同時期に多くのベストセラーを出版してしまったため、現在は、新しいビッグタイト

ルが尐ないのです。フランスでは過剰生産の問題があると思います。海賊商品の問題は非常に重大で、

大きな損失になっています。版権保持者はもっと強硬に動いた方が良いと思います。ジャパンエクスポ

でも、主催者は努力しているのですが、海賊商品がいまだ横行しています。他のマンガ関連イベントで

は、もっと監視がゆるいです。この点において、日本側からの援助は歓迎したいです。 

 

３．どうして、フランスでは「NARUTO」のほうが、「ワンピース」よりも人気が出たと思われますか？

Media Participation グループのように マンガと映像の両方を同時に同じグループ会社が管理できたこ

とは大きいでしょうか？  

 

「ワンピース」はフランスで「NARUTO」人気を超えることも不可能ではないでしょう。もちろん、ア

ニメとマンガ両方を扱えることは成功に貢献してくれますが、全てをその点で説明はできないでしょう。

KANA は 2002 年からマンガを発行しており、商品化権は 2006 年からスタートしています。当初から、

マンガの「NARUTO」は大人気でした。  

 

4.「NARUTO」について、KANA の宣伝担当者とはよく話し合われますか？  
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はい。スタイルガイドが関わってくるので、特にアニメについて話し合います。マンガとアニメをミッ

クスした宣伝オペレーションは、なかなか難しいと思う事もあります。 

 

5.「NARUTO」以外ではどんな日本コンテンツの商品化権を扱っていますか？  

 

「ケロロ軍曹」、「黒執事」はこれから展開していきますが、「鋼の錬金術師」はフランスの映像権を持つ

Dybex 社から商品化権だけを任されました。「D-Gray-Man」はイタリアの Panini 社からフランス地域

を委託されています。「NARUTO」は他の作品とは比較にならないぐらい、断トツ人気で、次に「鋼の

錬金術師」ですね。フランスや他の国のライセンスも全て含むと、私たちの会社では「Lucky Luke」「Boule 

et Bill」「Naruto」「Garfield」の 4 作品が人気です。特に「Garfield」は国営チャンネル FR3 に向けて、

3D のアニメ制作もグループで行っています。 

 

６．日本のライセンスの強い点と弱い点を教えていただけますか？フランスのキャラクターと比較して、

いかがでしょうか？  

 

「Naruto」について言えば、商品化のアプルーバルは、テレビ東京に提案し、そこから集英社に行きま

す。はじめは日本の方と仕事する際の難しさがありましたが、もう慣れてきました。日本のパートナー

との連絡は、日本語のできるスタッフが担当しています。版権保持者、ライセンサーは、一概に難しい

ものです。そして皆さん仕事の仕方が違います。日本の方でも仕事をしやすい方とそうでない方がいら

っしゃいます。ただやはり、初めて仕事をする場合には、ある程度の慣れるまでの時間が必要です。日

本アニメの問題点は、やはりクォータ制でフランス制作の番組とはならない事でしょう。昔からある地

上波の大手チャンネルでは、殆ど日本アニメは放映されていません。商品化権は、テレビ放映による露

出がないと、成功できないのです。 

 

７.フランスにおける、ライセンスビジネスの一般傾向はいかがでしょうか？日本コンテンツのライセン

スについてはいかがでしょうか？ 

 

市場は天井に到達し、近年は困難になっていると思います。ビッグキャラクターが、市場を独占してし

まっています。女の子向けでは「Hello Kitty」、男の子向けでは「Cars」、そしてディズニーものなど。

日本発のライセンスキャラクターは「Hello Kitty」を除くと低下していると言えるでしょう。 

 

8．作品によっては、マンガ単行本が御社のグループ出版社でない他の出版社から出ている場合もありま

す。その場合、ライセンスにおけるポリシーはいかがでしょうか？コラボレーションはあり得るのでし

ょうか？ 

  

例えば、「ワンピース」の DVD は KANA HOME VIDEO で販売していますが、マンガはグループ外の
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グレナ社から発行されています。グレナ社とは、コーディネーションのためのミーティングを行ってい

ますが、実務については、東映アニメーションと行っています。 

 

９．iPhone や Facebook に向けたアプリケーションのライセンスを行っていますか？ 

 

私たちがそれらを扱う権利は未だないのです。依頼は出していますが、返事を待っているところです。 

 

10．商品化権はパリにオフィスがありますが、マンガの編集者はブリュッセルのオフィスにいらっしゃ

いますね？  

 

もともと、グループがマンガの翻訳出版を始める際、ベルギーに拠点を置く Dargaud-Lombard 社（当

時の社名は Dargaud Benelux）のなかのマンガ出版レーベルとして、KANA が誕生しました。今も編集

部門はブリュッセルにあります。しかし、広報や宣伝、アニメの吹き替えスタジオや DVD などはパリの

オフィスで行っています。スタッフはお互いにしょっちゅう行き来しています。 
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PIKA    
 

【 創 立 】2000 年 

【取り扱い分野】マンガ出版（日本人作家が中心） 

【主な取り扱いタイトル】「FAIRY TAIL」、「魔法先生ネギま！」、「カードキャプターさくら」等 

【 親 会 社 】アシェット 

【売上推移】 

 

（PIKA 部門のみの売上推移） 

 

出所：INFOGREFFE 

URL：http://www.pika.fr/ 

 

【企業情報】 

ＰＩＫＡは 2000 年に設立されたマンガ専門出版社。そもそも 1990 年にメディア・システムが「プレ

ーヤー・ワン」というゲーム情報誌を作り、ヴァルはその編集長となった。ゲームでは任天堂やセガが

強い時代であった。ヴァルは社長のアラン・カーンにマンガの専門誌を出してはどうかと提案し、1995

年に最初のマンガ専門誌「マンガ・プレーヤー」が姉妹誌として発表される。このとき、マンガ・プレ

ーヤーに版権を出すことを承知したのは講談社だけであったが、徐々に版権を出す日本の出版社が増加

していった。 

 

ただ、1999 年にはビデオゲームの売上が非常に落ち込み、ゲーム雑誌も存続することができなくなった。

メディア・システム社は閉鎖を余儀なくされた。ただ、マンガ部門は好調だったので 2000 年に「マンガ・
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プレーヤー」の事業を引き継ぐ形で、ＰＩＫＡが設立された。 

 

ＰＩＫＡが設立されたとき、日本との出版社との契約は集英社との契約を除き、全て引き継がれた。そ

の後、講談社とはファーストオプション契約を締結している。 

マンガ市場がフランスで拡大するにつれ、独立系のＰＩＫＡには買収の話が多数持ち込まれてきた。多

くのオファーの中から、アシェットを選んだのは、ファイナンス面からだけではなく、編集の面でも多

くの協力が得られると考えたからだ。 

 

アシェットによるＭ＆Ａが成立したのは 2007 年だが、その前にＰＩＫＡは日本の最大取引相手である講

談社に相談している。アシェットの買収は、ＰＩＫＡのオフィス、従業員をそのまま温存する形のもの

であり、仏最大手の出版社が親会社になったことで、日本の取引先出版社を安心させる役割はあったと

考える。 

 

また、アシェットによる買収の際には、アシェットの書籍部門社長のアルノー・ヌーリ（Arnaud Nourry）

が講談社の関係者と面談するという機会が持たれた。 

 

 社長のアラン・カーンは「プレーヤー・ワン」の設立からの一連の経験を自社から出版した15。仏語で

はあるが、PIKA 社のみならず、フランスにおけるマンガ出版の歴史を一望できる本となっている。 

 

 

【インタビュー】 最近のマンガ市場について 

 

インタビュー相手 ＰＩＥＲＲＥ ＶＡＬＬＳ 編集責任者 （2010 年 7 月 6 日） 

 

 （2010 年現在）、ここ 2 年間マンガの小売は減尐しています。2009 年は前年比 4％減、2010 年 1―5

月で同 10％です（ＩＰＳＯＳによる）。理由はいくつかあります。 

 まずタイトル数が多くなりすぎたこと。そしてタイトル数が多くなったことにより、書店の多くが最

新巻しか置かなくなった。フランスでは、気に入ったものは 1 巻からまとめ買いをする習慣があるので、

最新巻しかないと売上が落ちるのです。 

 

 若者が携帯電話にお金を使うようになったことも問題です。また大ヒットするビッグタイトルが見当

たりません。市場の話題になるような作品がないのです。また、ネット上の違法アップ（スキャントラ

ッド）も問題です。 

 

 日本でヒットした作品がフランスで当たるとは限りません。当社は『のだめカンタービレ』を出版し

                                                   
15 Olivier Richard, Alain Kahn “les Chroniques de Player One” (2010 PIKA) 
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ましたが、あまりヒットしませんでした。クラッシク音楽という主題はフランスの若者を惹きつけるも

のではありません。アニメもテレビドラマもフランスでは紹介されていません。それでも、『のだめ』を

盛り上げるため、日本のドラマがパリに撮影にきたとき、その撮影を見学できるという抽選会を行った

のですが、それでも盛り上がりませんでした。 

 

 それでも、またマンガ市場が非常に悪いにも関わらず、ＰＩＫＡの売上は伸びています。2009 年は前

年比 7-8％増、2010 年の 1―5 月でも 1％増です。売れているのは「FAIRY TAIL」（真島ヒロ作）。 

 

 フランスのマンガ市場が落ちているのは、今まで市場を牽引してきた（集英社のタイトルを多く出版

する）ＫＡＮＡとＧＬＥＮＡＴが不調であることがあると思います。集英社がＶＩＺという子会社をパ

リに設立し、ＶＩＺがＡＳＵＫＡという小さなマンガ出版社を買収、ＫＡＺＥ ＭＡＮＧＡとして出版

を行うようになりました。今後、集英社のヒットタイトルがどこから仏訳出版されるかが注目されます。 

 

ＫＡＮＡとＧＬＥＮＡＴは互いにライバル視し、自分のタイトルが大きくとりあげられるよう競って

いました。この 2 社がマンガ市場全体を牽引していた側面もあります。ＫＡＺＥ ＭＡＮＧＡにはそれ

だけの勢いは感じられません。マンガ市場全体が落ち込まなければいいのですが。 

 

ＰＩＫＡのマーケティング 

 ここ 3―4 年、ＰＩＫＡはインターネット上のプロモーションに力をいれています。立ち読み部分を増

やしたりしていますし、ネット上のマンガ専門サイト（「MANGA NEWS」など）とも協力しています。 

 

 というのも読者は 12―18 歳、年齢が高くて 30 歳だからです。インターネットのヘビーユーザーとマ

ンガ世代は完全に重なっています。 

 

 今の問題は 12 歳以下にリーチできていないことです。この世代はマンガはまだ読みませんが、テレビ

は見ます。子供にとってテレビ放映があるか否かはとても重要なのです。ここ 6―7 年、地上波で日本の

アニメが放送されることは尐なくなってきました。ＰＩＫＡが出版しているマンガでも地上波できちん

と放送されたのは「カードキャプターさくら」くらいです。 

 

 フランスのマンガ読者は子供のころ日本のアニメを見た記憶があり、それでマンガの読者になってき

ました。子供のころアニメに接した経験のない子供が日本のマンガを読むようになるのでしょうか？ 

 

 今、ＰＩＫＡの読者の 49％が女性で、男女比はほぼ半々です。ただ、売上の殆どは「尐年」です。女

性は尐年マンガを読みますが、男性で尐女マンガを読む人は殆どいません。フランスでは売れているマ

ンガの 70％が「尐年」です。対照的にドイツでは 70％が「尐女」です。ドイツではマンガは女性のもの

で、マンガを読む男の子はフランスに比べて尐ないです。 
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 「青年」はなかなかヒットしません。例えば「クロサギ」は日本でヒットしましたが、フランスでは

だめでした。青年でヒットしたのは「xxxHOLiC」、「新暗行御史」くらい。日本でヒットしたからといっ

て、フランスで売れるわけではないのが難しいところです。 

 

「涼宮ハルヒ」シリーズもヒットしませんでした。ハルヒは、ＰＩＫＡからコミックス、アシェットか

らライト・ノベルが出たのですが、どちらもあまりうまくいきませんでした。学園生活がわかりにくか

ったのかも知れません。 

 

 2002 年ごろＤＶＤも出してみようかと研究しましたが、あまりよい見通しが立てられませんでした。 

 

他の国のマンガについて 

 韓国や台湾のマンガ出版社は積極的にＰＩＫＡにアプローチをしてきます。ただ、自分はあまり韓国

のマンワが好きではありません。 

 

 日本の新しいタイトルは雑誌で見つけます。日本のマンガ雑誌の多くを講読しています。私（Valls）

は日本語はできないのですが、長年マンガをみており、絵の感じから、それがフランスでヒットしそう

かどうか見極めます。 

 

 ただ、尐年についてはよくわかるのですが、尐女マンガはよくわからない面もあります。 

 

 最近はインターネットのフォーラムでいろいろなマンガについての意見が述べられています。全てを

聞くことはありません。インターネットのフォーラムはちょっと変わっている人も多いこともあります。 

 

日本企業とのコンタクトについて 

 年にだいたい 1 回か 2 回、春を中心に日本に行きます。あとは、ボローニャとフランクフルトのブッ

クフェアそして、最近はジャパン・エキスポで日本の出版社とコンタクトをします。東京のブックフェ

アには行きません。テレビアニメの動向をみるためにカンヌで開催されるＭＩＰを見に行くことはあり

ます。 

 

 ＣＯＦＥＳＴＡは聞いたことがあるかも知れませんが、具体的にどんなイベントかは知りません。日

本のファッションには興味があるので、もしファッションショーとかが見られるのでしたら訪日したい

と思います。 

 

 ジャパン・エキスポは、出版社として出ないことはできない行事なのですが、主催者と出版社の関係

は良好とはいえません。 

 個人的には、ジャパン・エキスポはお客さんとして参加したら楽しいだろうけど、出展者としては「？」

がつきます。 
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 またスタンドにファンが来るのですが、この人達はもとからＰＩＫＡの出版物がすきな人達です。新

しいファン層の開拓になっているかどうか… 
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AAKKAATTAA  
 

【 創 立 】2002 年 

【取り扱い分野】マンガの編集プロダクション、アドバイス。 

【主な取り扱いタイトル】「NANA」、「フルーツバスケット」、「オトメン（乙男）」など。 

【 親 会 社 】Editions Delcourt 

【売上推移】非公開 

 URL：http://www.akata.fr/ 

 

【企業情報】 

 1990 年代、日本語のマンガ輸入書店の草分けであった、パリ市内のトンカム書店 Librairie Tonkam の

創始者、ドミニク・ヴェレ。マンガの翻訳出版をグレナに次いでいち早くスタートした（書店は 2010 年

に閉鎖）。その活躍は清谷信一「ル・オタク--フランスおたく物語」（講談社文庫）に詳しい。ヴェレ氏は

上記の「ル・オタク….」のほか日本のメディアのインタビューにも応じている。16  

その後 2002 年に、トンカムを退社、妻の Sylvie Chang とともに AKATA をフランス中部、リモージ

ュ地方に設立。BD の中堅出版社 Delcourt 社がマンガ部門を創設するにあたり、編集制作や作品選択の

業務を委託されることになった。ちなみに、この Delcourt 社は、2006 年に Tonkam を買収した。フラ

ンスで紹介されているマンガが尐年に偏っていることに懸念を感じ、「NANA」を紹介した。尐女マンガ

や青年マンガの普及も目指しており、文化人としての側面ももっている。 

  

以下のインタビューも読んでいただけるとわかるが、ヴェレ氏は「アメリカ的」な商業主義に反発す

る気持ちが強く、その対立軸として日本のマンガを位置づけている点があることも特徴である。 

 

【インタビュー】  

 

Dominique Véret コンサルタント、特別顧問 （2010 年 12 月 10 日） 

 

1. フランスにおけるマンガ市場の状況について、どう思われ

ますか？今後の目標と戦略について教えて下さい。 

 

マンガ市場は、飽和状態。タイトルあたりの売上げは減尐し、

出版社のレベルも落ちている。このまま何もしなければ、将来、

読者の一部がマンガ離れをしてしまうかもしれない。なぜなら

業界では、出版社同士の競争や、過剰な宣伝、英米の資本主義

                                                   
16 無料で代表的なインタビューとして、「フランスへ、最初に日本のマンガを輸入した人物」（アスキー

総研ホームページ http://research.ascii.jp/elem/000/000/027/27358/ 2011 年 3 月 30 日アクセス） 

http://research.ascii.jp/elem/000/000/027/27358/
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的な観点などがあるからです。みな近視眼的なビジョンなのです。もっと作品をきちんと選び編集に重

点を置くべきでしょう。私の役目は、尐年尐女マンガの読者を青年マンガへと案内し、育てていくこと

です。フランスの市場にあわせることでなく、社会の調和や平和へと導びく問題提起をしてくれるテー

マを選びたい。しかし今後の不景気によって、真面目に取り組んでいる出版社の経営のほうが厳しくな

るように思われます。 

 

2. Fnac のような販売店との関係はいかがでしょうか？ 

 

我々のような、コレクションの責任者は、売上げに準じたロイヤルティのコミッションを受け取ります。

ある部数までは税抜き定価の 2％、それ以上は 3％というように。つまり作品を選び、売上げを延ばす責

任があるのです。日本の出版社との交渉を担当し、翻訳者、描き文字制作者17を選び、また広報と宣伝の

企画もしています。殆ど出版社の仕事と言えるでしょう。かつて、トンカム社はマンガ業界で大きな成

功を収めました。当時私は、トンカム社内に卸部門を設け、書籍流通の卸割引率が Fnac やヴァージン、

そしてスーパーなどでは定価の 40％であったのに対し、35％を即支払いという独自の卸ルートも開拓し

ました。現在は、デルクール社はデルクールとトンカムという２つのマンガレーベルを持ち、delsol とい

う、同社が出資しているディストリビューション会社を通して販売しています。 

 

3. どういう経過で「NANA」の翻訳権を得たのでしょうか？ 

 

我々の編集方針としては、自然な流れだったのです。当時は、フランスのマンガ出版界では、ほとんど

誰も尐女マンガに関心を寄せていませんでした。私の戦略として、90 年代は日本のロック音楽をもっと

フランスで知ってもらいたかった。ですから「BECK」の翻訳権も得ました。J-Music の知名度を高める

ことで、フランスにおける日本のポップカルチャーがもっと良いポジションが得られるのではと考えた

のです。文化的には映画、アニメーション、そしてロックはともに機能するものです。「NANA」の読者

は、尐しナイーブなお姫様的な尐女マンガに慣れ親しんでいましたが、もっとリアリティのある若い女

性のジェネレーションへと成長したわけです。当時はデルクール社で出していた「フルーツバスケット」

が人気がありました。これからは、デルクール社に向けて、田舎を題材にしたマンガを伸ばして行きた

いと考えています。韓国マンガを出す予定はありません。日本の作品だけで手一杯ですから。デルクー

ル社はフランス人が描いたマンガの出版もしていますが、日本のものに比べ、ストーリーが弱いように

思います。 

 

4. 日本の出版社に買収された「KAZE」がフランスでマンガ出版を始めた事について、どうお考えでし

ょうか？ 

 

たくさんのタイトルで、市場を溢れさせています。フランスの出版社は KAZE の戦略に惑わされていま

                                                   
17 吹出しの中の文字のデザイン・レイアウトをする職業 
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せん。翻訳や書き文字にもっと時間をかけるべきです。しかし生産性を高めなくてはいけないのでしょ

う。日本文化はフランス文化とかけ離れたものなので、きちんと説明し忠実に翻訳する時間が必要なの

です。KAZE は私たちに、長期的に利益を生む良いお手本を見せてくれるべきなのに、実際はそうでは

ありません。マンガが英米の商法で扱われ、日本的でもフランス的でもありません。どうして VIZ MEDIA 

EUROPE のディレクターがアメリカ人なのでしょうか？ 

マンガには、まだ多くの興味深いジャンルがあります。例えば「神の雫」（フランス語版はグレナ社）は、

読者が富裕層でワインに詳しいのです。このような作品は、質の高い編集能力が求められますが、翻訳

の質は原書と同レベルとは言いがたいでしょう。日本国外でこれだけ幅の広いマンガ出版を行っている

のはフランスです。この国で売れているということが、他の国でも取り沙汰されますが、だからといっ

て質の良くないバージョンを売っていいという訳ではありません。マンガの力は、若い読者たちに多く

の影響を与えるものだからです。 

 

5. iPhone や iPad のような新しいデバイスについてはどうお考えでしょうか？  

 

私は携帯電話を持たず、田舎で暮らしています。電波には敏感なんです。日本人はガジェット（携帯の

アプリなどをさす）消費ナンバーワンですよね。ただ、iPad は紙の消費を抑えるエコロジー的な部分も

あると思います。  

 

6. ジャパンエクスポについて、どう思われますか？ 

 

このイベントは、お金を稼ぎたいファン達によってつくられました。サルコジジェネレーションとでも

言いましょうか。尐々品が悪く、日本文化の洗練をよく知らないのです。まだ荒削りなので、もっと良

いものはできるでしょう。とはいえ、意欲は感じられます。日本のマンガ文化はそういった低俗性とは

かけ離れた社会性があるのですが。しかし今はこれしかありません。商売が一番で人間よりも大事なの

です。 
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TTOONNKKAAMM    
 

【 創 立 】1993 年 

【取り扱い分野】マンガ出版 

【主な取り扱いタイトル】「ライアー・ゲーム」、「JIN-仁」 、「バカボンド」等 

 

【企業形態】マンガ専門出版社 DELCOURT 社に 2006 年に買収される。 

【売上推移】 

 

 

出所：INFOGREFFE （データは TONKAM 単独の売上） 

URL： http://www.tonkam.com/ 

 

【企業情報】 

 GLENAT と並びもっとも古くから翻訳を始めたマンガ専門出版社で 93 年から翻訳出版を始める。そ

れ以前はバスティーユで、日本からマンガを直輸入したほか、フィギュアなど関係のアイテムも輸入販

売しており、TONKAM の名前は在仏の日本の「オタク」には知れ渡っていた。TONKAM の歴史につい

ては「ル・オタク フランスおたく物語」（清谷信一著 講談社文庫 2009 年）に詳しい。日本に日本

人のコレポンもおき、情報収集にも努めている。 

 桂正和の「電影尐女」シリーズなど、古くから青年・オタクむけの品揃えが豊富。2005 年にオーナー

が死去し遺族はデルクール社に株式を売却したが、TONKAM ブランド性は維持され、2010 年でも経営

は独立している（ただし、取次ぎはそれ以前の直販から DELCOURT の取次ぎを使うように変化し、流

通は容易となった）。DELCOURT への株式売却以前は、通信販売が主力であったが、現在は普通の出版
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社と同様、書店販売（ネット書店を含む）のみである。 

 また、インタビューの中にもあるが、2010 年春には TONKAM 独自の店舗も閉鎖している。 

 

 

【インタビュー】 

 

Sebastien Moricard  マンガ部門責任者 （2010 年 10 月 1 日） 

 

 2009年以降初めて市場が縮小しています。マーケティング調査会社のGFKが調査したところによると、

2009 年に初めて市場が微減し、2010 年はもっと深刻な後退を記録しています。もう成長段階は過ぎて

成熟期に入ったのではないかと思っています。 

 

 大型書店は従来、8 週間は在庫を抱えてくれたのですが、これが 3 週間に縮まりました。書店に本が展

示されている期間は大幅に短くなりました。大型書店は採算性を重視するようになり、「文化的」なアプ

ローチがなくなっています。ハイパーマーケットがやっているように売れない本は撤去されていきます。

ハイパーマーケットでは、売れる大きなタイトルしか扱わなくなりました。 

 

 独立系の書店ではストックの問題はもっと深刻で、かつ、商法改正により支払い期間が 60 日に短縮さ

れたため、非常に苦しんでいます。独立系書店も在庫を抱えるのを嫌がります。 

 

 唯一増加しているのが通信販売でアマゾンや FNAC（仏の大型書店チェーンで通信販売も手がける）

のマンガ販売は増加しています。 

 

 フランスのマンガの読者（消費者）の意識も変わりました。2 年前まではネットでは、書店で見つから

ないような本を買っていたのですが、今では新刊本までネットで買います。ネットの販売技術は優れて

います。TONKAM は FNAC にコーナーをもち、TONKAM だけのミニ・ブティックを作っています。 

 

 今、マーケティングの予算が下がっており、インターネット中心に力をいれようとしています。私た

ちの HP は月に 8 万のユニーク・ビジターがいます。マーチャンダイジングのリンクも貼ることを努力

しています。マンガ「ドラゴン・クエスト」のページでは任天堂のゲームと相互にリンクを貼っていま

す。FACEBOOK も使っています。 

 

 私たちのターゲットは「マンガを知っている人」です。いわゆるファンをターゲットにしています。

今力をいれているのは「ヤング」部門でこれは「青年」と「尐年」を混ぜたようなもので、若い青年層

に訴えるものです。 

 

 中高生でマンガを読んだ人が 10 人いるとすれば、その後ファンとなっていくのは 2 人くらいです。 
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 ですから、私たちの潜在的読者、すなわちマンガファンというのはフランスで 15 万人くらいだと思っ

ています。ただ、大学生になるとマンガを読まなくなる傾向が強いので、青年向けのマンガもあるんだ

よというコミュニケーションをしていかなくてはいけません。今、KAZE も Ki-oon も青年層への働きか

けを強めています。 

 

 若い人はただお金がありません。ネットでただでマンガが読めるとなるとそちらへいく可能性があり

ます。iPad など新技術の導入によりさらに海賊版に親しむ機会が増えるとなると心配です。電子書籍へ

の対応はまだですが、考えなくてはいけないと思っています。 

 

 韓国のマンワは出していません。韓国の出版社からコンタクトをされたことはありますが、日本のマ

ンガが一番と思っていますから。でも、自分たちのクリエーションはやるかもしれない。PIKA では仏人

の日本スタイルで書く漫画家を世に出しています。 

 

 ジャパン・エキスポにはいろいろな批判がありますが、日本以外の世界で、一番大きな日本の文化の

祭典でそれがフランスで行われていることを自慢に思っています。実際、マンガ市場は、ジャパン・エ

キスポの拡大とともに拡大してきており、主催者と出版社の思惑は一致していました。 

 

 しかし、現在、マンガやアニメーション市場が停滞している中で、ジャパン・エキスポだけは拡大を

続けています。スタンドでの売上は、入場者数ほど伸びず、出展者だけが増えています。ただ、ジャパ

ン・エキスポは巨大になりすぎ、それを避けて通ることができなくなってしまいました。また、日本企

業も必ず見に来るため、スタンドにもそれなりのお金をかけなくてはいけません。 

 

 日本企業に会う機会はこのほかフランクフルトブックフェアとボローニャの絵本見本市があります。 

 

 なお、マンガとゲーム、マンガとアニメには共通項があり、共通のファンも多いのですが、マンガと

バンド・デシネの共通のファンは尐ないです。 

 

 TONKAM はもともと、日本のマンガやフィギュアを輸入販売する小売店としても知られていました。

30 年前から店を、パリのバスティーユに持っていたのですが、残念ながら 2010 年春に閉鎖しました。

これは家賃が高騰し、採算が取れなくなったためです。バスティーユ地区には類似の店が 11 軒もでき、

競争が厳しくなったことも要因です。中には海賊版の製品を扱う店も多く、質も下がっています。また、

30 年前にはジャパン・エキスポもマンガのコンベンションもありませんでした。日本のカルチャーにか

かわることすべてがバスティーユの TONKAM ショップで起こっていましたが、今はそのようなことは

ありません。店の役割は終わったと感じ、閉鎖をしました。 
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閉鎖した TONKAM の書店（2010 年 7 月撮影） TONKAM の書店のあった付近には今も「ロリータ

ショップ」など日本を髣髴させるショップが点在し

ている。（2010 年 7 月） 
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KKUURROOKKAAWWAA  
 

【 創 立 】2004 年 

【取り扱い分野】マンガ出版（日本人作家のほか、韓国人作家の作品も含む） 

【主な取り扱いタイトル】「鋼の錬金術師」、「シュガシュガルーン」、「はじめの一歩」等 

 

【企業形態】EDITIS のマンガ出版部門  

【売上推移】マンガ部門のみの統計なし 

 

URL：http://www.kurokawa.fr/ 

 

【企業情報】 

 フランス第 2 の出版社で、文庫本部門第一位の EDITIS が新たに立ち上げたマンガ部門。部門創立は

2004 年と KI-OON 社よりも新しい部門である。マンガ部門の責任者のグレゴアワール・エロ（Grégoire 

Hellot 通称グレッグ）は日本語が堪能で、KI-OON 社と並び、日本語に堪能な責任者がいる数尐ない

企業である。 

 

 マンガへの参入は出遅れていたが、EDITIS は、積極的な広報活動を日本企業に約束することで「鋼の

錬金術師」の翻訳権を獲得した。 

 

 

【インタビュー】 

 

 Grégoire Hellot マンガ部門責任者 （2010 年 9 月 29 日） 

 

 KUROKAWA は KI-OON よりも創立が新しく

2004 年に設立された部門です。最初の出版物は

「鋼の錬金術師」で 2005 年 9 月のことでした。 

 

 2004 年まではフランスの出版社は「マンガ」

という部門に重要性を感じていませんでした。

（「ドラゴン・ボール」を出版していた）GLENAT

ですら、バンド・デシネのほうにプライオリティ

を置いていたと思います。 

 

 Grégoire Hellot 氏のオフィス。 

日本語が堪能なためもあり日本語のマンガ雑誌で溢れている。 
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 EDITIS 社のマンガ部門の戦略はアシェットと異なります。EDITIS のマンガ部門は「文庫本」部門か

ら派生したもので、この「文庫本」部門での売上・シェア獲得のためにマンガ部門を始めました。アシ

ェットは「青尐年」部門の売上増加のためにマンガに参入したのだと思います。 

 

 新規参入するにあたり、われわれは今までにない手法を日本の出版社に提示しました。マーケティン

グの分野では今までに行われていない提案をずいぶんしました。ポスター、等身大パネル（写真参照）、

ダンボールでの作品の囲い込みなどです。そのような提案をしていたフランス企業はそれまでなかった

ので、立ち上げ早々にヒット作品の版権を得ることがで

きました。 

 

 文庫本はマス・マーケットです。KUROKAWA はマン

ガの読者層を広げることを目的としています。フランス

における日本のマンガのファンは、どんな新作があるか

前もって知っていますし、インターネット上のコミュニ

ティもとても活発です。ですから、われわれがファンに

対し、直接宣伝しなくてもそれほど問題ではありません。

われわれが重要視したのは書店に対する啓蒙活動です。

フランスはもとより、フランス語圏の書店（ベルギー、

スイス、今後はカナダについても予定している）に対し

て啓蒙活動を行っています。アングレームのバンド・デ

シネ見本市では、毎回カンファレンスも行っています。 

 

 

 

 

 フランスのマンガ市場は成熟段階に入っていると思います。若者の行動を見ると、年齢が上がるに従

いマンガを買わなくなっていきます。今の中学生・高校生（NARUTO ジェネレーション）を見ると、マ

ンガの購入量も尐なくなっていますし、注意しなくてはいけないのは、同じものばかりを買うようにな

っていることです。尐し前は、ファンの数は尐なかったのですが、いろいろなマンガを買うような層が

いました。 

 

 このような傾向は、出版社にいろいろな分野のマンガを出そうという意欲を減尐させています。マン

ガ一冊あたりの平均発行部数は 2800-3000 部くらいで、多くのマンガは 500 部以下なのです。今フラン

スには 20 社程度のマンガ出版社がいますが、小さい出版社は、低い売上で何とか生き延びている状態で

す。 

 

KUROKAWA が「はじめの一歩」の販促のためにつくった 

書店用ポップ。このようなポップもフランスでは珍しい。 

左下に見えるのは「シュガシュガルーン」のポップ。 
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 KUROKAWA は一ヶ月に 6-7 冊の新刊を出します。KANA や GLENAT は一ヶ月 12 冊くらい出して

います。これは売上の減尐を補完するための戦略だとは思いますが、マンガ市場の成熟を早めているの

ではとも思います。新しい読者の獲得ができていないのですから。 

 

 マンガの売上はクチコミの影響が大きいです。日本でヒットしたマンガはフランスでもヒットする確

率が高いですが、そのようなマンガはネットでスキャン・トラッド（違法アップロード）されている確

率も高いのが問題です。特に長く連載されている作品（「はじめの一歩」など）は違法アップロードされ

ており、売れ行きを落とす要因となっています。 

 

 KUROKAWA は今後は年尐者への市場開拓を考えています。「シュガシュガルーン」はマンガとしては

初めて 8-12 歳を対象としたマンガです。KUROKAWA では、この本をマンガ売り場だけではなく、子供

向けの本の売り場でも扱うよう、お願いしました。子供向けの本の売り場責任者はマンガに対して厳し

い人が多いので、難しかったのですが、何とか説得しています。子供向けの本の責任者にとって、マン

ガは教育的ではなく、娯楽性が高すぎると思われているのです。つまり、多くの書店員には「あるべき

本の姿」というのがはっきりしており、そこから逸脱した書籍（マンガ）は扱いがたい本です。ですか

ら、私たちは、マンガがそれまで本に親しんでいなかった子供たちに、本に触れる機会を提供するもの

であることを強調しています。 

同じ戦略を「ぴちぴちピッチ」でも取る予定です。 

 

韓国の「マンワ」は出版していません。韓国企業からアプローチされたことはありますが、われわれ

は読者は「日本のマンガ」が好きだと思っています。日本のマンガはクリエティビティが高く、シナリ

オもしっかりしています。 

 

日本の出版社に認識して欲しいのは、日本と異なり、マンガはまだ「マス・マーケット」を対象にし

ているものではないということです。「マス」を対象としようとすると、より宣伝が必要となります。ま

た、マンガに対する偏見もまだ強いことも認識して欲しい。 

 

EDITIS は総合出版社であり、マンガ以外の出版ももちろん手がけています。村上春樹の作品の翻訳出

版を多く手がけているのが 10/18 という文庫部門です18。村上春樹の作品は売上もよく、評判もとてもい

いです。 

他には栗本薫の「グイン・サーガ」シリーズの翻訳も行っていますが、こちらは、表紙のデザインも

よくないのか、あまり販売は芳しくありません。 

 

日本にライト・ノベルと呼ばれる分野があるのは知っていますが、フランスの「本」とは違います。

フランスでは子供向けの本であっても、きちんと書かれていなくてはいけません。ライト・ノベルにあ

                                                   
18 10/18 の「外国文学」の説明文の中には代表的な作者の一人として村上春樹が上がっている。 
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りがちな言葉の尐ない小説はフランスになじみません。「ハリー・ポッター」や「トワイライト」といっ

たシリーズはフランスからみて、非常にきちんと書かれているので、読者を獲得することができます。 

 

私自身はゲームが大好きで、16 歳のころからゲーム雑誌に記事を書いていました。ゲームを通じて、

マンガや日本語に興味を持ちました。日本語を習う必要を感じたのは「ファミコン通信」など日本の雑

誌を読む必要に迫られたからです。日本語はパリ第七大学で学んでいます。KI-OON 社の創業者のアー

ニュさんとプルナンさんはともに後輩です。 

 

今、自分は年 3-4 回日本に出張しています。必ずいくのは、東京国際アニメフェアと東京ゲームショ

ー。このほか 12 月に忘年会に出席するような形で、打ち合わせに行き、あとは何か起こったときです。

KUROKAWA はアニメを扱ってはいないのですが、何かマンガとアニメのコラボレーションをフランス

のテレビ局に提案できないか確認のために行くようにしています。 
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KKII--OOOONN  
 

【 創 立 】2003 年 

【取り扱い分野】マンガ出版（日本人作家のほか、韓国人作家の作品も含む） 

【主な取り扱いタイトル】「Pandora Hearts」、「Ubel Blatt」、「死がふたりを分かつまで」等 

 

【 親 会 社 】なし 

【売上推移】 

 

 

 

出所：INFOGREFFE 

URL：http://www.ki-oon.com/ 

 

【企業情報】 

 マンガ出版の専業として、現在もっとも業界で注目を浴びている企業。創業者のアメッド・アニュは

ベルサイユ近くのトラップ（TRAPPES ）という低所得者が多く住む地域の出身。トラップ出身者には、

サッカーの元フランス代表のパトリック・ビエラやコメディアンのジャメル・ドブーズがいる。アニュ

は低所得者が多くすむ HLM の自宅で、友人のセシルと起業した。 

 起業した 2003 年時点では既にフランスに複数のマンガ出版社が存在しており、新興の Ki-oon 社は既

存の日本の出版社からは版権を得ることができず、日本では商業出版されていないたきざきまみやをコ

ミケで、筒井哲也をネットで見つけ、仏訳し出版した。筒井哲也はその後、スクエア・エニックス社よ

り日本語で出版され、フランスでも「フランス人が見出した日本人作家」として有名となり、Ki-oon 社

の眼力も注目される。 
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 インタビューの中にもあるが、アニュは「低所得者層から起業した希望の星」として、上院より表彰

を受けていると同時に、マンガ出版に関すること以外でのマスコミへの露出も多い。 

 

 また、マンガ出版に関しても、単行本の紙質をあげる、テレビコマーシャルを打つなど他社より積極

的な営業も行っており、マンガの販売が落ち込む中で売上を伸ばしている。 

 

 同社が出版する「Ubel Blatt」、「パンドラ・ハーツ」はフランスの書評誌リーブル・絵エブドのマン

ガ出版部門の月間ベスト 15 に入っている。フランスのマンガ出版は圧倒的に「NARUTO」が強いほか、

日本の人気を反映して売上が決まることが多いが、Ki-oon 社は、最大限の宣伝を行うことにより、日本

で大人気とはいえないタイトルでも売上を伸ばしていることは注目を浴びる。2011 年 2 月 7 日の朝日新

聞の「グローブ」によると「Ubel Blatt」のフランスの売上は日本を上回っているという。2011 年 2

月 3 日の「JEUNE AFRIQUE」によると「Ubel Blatt」の売上は累計で 40 万部、「Jackals」は 20 万

部、「死がふたりを分かつまで」は 17 万部販売されている。 

 

 

 

■ 参 考 ■ Ahmed Agne（アメッド・アニュ）が登場するメディア（マンガ関係以外） 

  

 Ondes de Choc 「ショックの波」 

(2010年 1月 26日 フランス公共放送FRANCE2で放送された討論番組 アニュは成功した移民層とし

て登場)19 

 

 Ahmed Agne, ou le tropisme nippon「アメッド・アニュ または日本への屈性」  

（2006 年 8 月 28 日 仏語のアフリカ系新聞 JEUNE AFRIQUE 記事）20  

マンガ出版社の設立に成功したアニュがアフリカでのマンガ出版を夢見ているという記事 

 

 Ahmed Agne Editeur de mangas 「アメッド・アニュ 漫画出版者」 

 （2011 年 2 月 3 日仏語のアフリカ系新聞 JEUNE AFRIQUE 記事）21 

                                                   
19 http://forums.france2.fr/france2/Ondes-de-choc/liste_sujet-1.htm 2010 年 11 月 19 日アクセス 
20 

http://www.jeuneafrique.com/Article/LIN27086ahmednoppin0/Ahmed-Agne-ou-le-tropisme-nippon.h

tml 2010 年 11 月 19 日アクセス 
21 

http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAJA2611p066-067.xml0/france-senegal-edition-portraitah

med-agne-editeur-de-mangas.html 2011 年 2 月 9 日アクセス 

http://forums.france2.fr/france2/Ondes-de-choc/liste_sujet-1.htm
http://www.jeuneafrique.com/Article/LIN27086ahmednoppin0/Ahmed-Agne-ou-le-tropisme-nippon.html　2010年11月19
http://www.jeuneafrique.com/Article/LIN27086ahmednoppin0/Ahmed-Agne-ou-le-tropisme-nippon.html　2010年11月19
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAJA2611p066-067.xml0/france-senegal-edition-portraitahmed-agne-editeur-de-mangas.html　2011年2月9
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAJA2611p066-067.xml0/france-senegal-edition-portraitahmed-agne-editeur-de-mangas.html　2011年2月9
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【インタビュー】 

 

 AHMED AGNE KIOON 社 社長 （2010 年 7 月 4 日） 

 

 KIOON 社は 2003 年に大学時代の友人（女性）のセシル・プルナン（Cecile Pournin）と設立したも

のです。僕たちは 80 年代にコブラ、シティハンター、聖闘士征矢など日本のアニメを見て育った世代で

す。クラブ・ドロテ（TF１）や LA CINQ のアニメを見て育ちました。そのためもあり、日本に興味

を持ちパリ第 7 大学で日本語を学びました。僕自身はその後 JET プログラムで鳥取県三朝市に派遣され

ました。セシルは別途日本に留学しています。 

 

 アニメを見て興味を持ったこともあり、日本のマンガ出版を思い立ちました。もちろん、2003 年時点

ではフランスに日本のマンガを出版している企業はたくさんありました。でも、僕たちの目からみると、

その当時フランスで出版されていたマンガは翻訳がだめで、印刷も汚い。自分たちで自分の読みたいマ

ンガを出版したかったのです。2003 年に会社を設立すると、まず 9 ヶ月間印刷屋を探し、自分が納得で

きる品質の印刷屋を探し出しました。 

 

また、日本に出張し、出版社に会いましたが、版権を渡してくれるところはありませんでした。僕ら

には全く実績がなかったのでそれは当然です。 

 

ですから、まだ商業デビューしていない作家に焦点を絞り、ネットを検索したり、夏・冬の「コミケ」

に足を運びました。コミケではたきざきまみやさんという素晴らしい作家をみつけました。彼女が書い

た「エレメント・ライン」という作品を出版しました。たきざきさんは商業デビューを日本でしておら

ず、フランスがデビューとなりました。 

 

また、ネットでは筒井哲也さんを見つけました。「ダスハント」という彼の作品は、フランスで出版さ

れた後、日本のスクエア・エニックスから出版されます。 

 

筒井哲也さんの縁もあり、スクエア・エニックス社から商業出版されている本の仏語訳出版もできる

ようになりました。 

 

また、フランスではディストリビューターを見つけるのは難しいとされています。僕たちも最初は苦

労しましたが、06 年に大手の INTERFORUM と契約することができ、フランス中の書店に配本できる

ようになっています。 

 

現在、力を入れているのはインターネットの広告とテレビの CM です。ネットのマンガ情報サイトの

MANGA NEWS や MANGA SANCTUARY には積極的に広告を出していますし、日本のアニメを多

く放送している GAME ONE や NO-LIFE に CM を出しています。テレビ CM を出しているマンガ出
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版社は多分 KI-OON 社だけだと思います。KI-OON 社が扱うマンガは、NARUTO を卒業した 15-30 歳

の男性が中心で（男女比は 6：4）、WEB での宣伝が効果的な年代です。自社のサイトでも「立ち読み」

ができるようになっています。WEB の重要性を日本の出版社に説明し、画像利用の許可をとっています。 

 

宣伝の場所としては、ジャパンエキスポのほか、サロン・ド・リーブル22やパリ・マンガ23といったイ

ベントを使っています。作者を日本から招いてサイン会を行うことも多いです。 

 

06 年には上院が CITE24出身者に贈

る「TALENT DES CITES」（CITE

の才能）という賞をもらいました。賞

金は 1 万ユーロと多くありませんが、

フランスで重要な20時のニュース25に

紹介されるなど宣伝効果が高いです。 

 

なお売上が好調だったので、09 年に

は会社をトラップ（TRAPPES）から

パリに移転しました。トラップでは私

のアパートである HLM（低所得者向

け住宅）の 1 室で営業していましたが、

そこに人が来ることは大変だからです。 

 

 

 今後のビジネスの拡大については、マンガの出版社だけでなく、エージェントビジネスも展開してい

きたいです。筒井哲也さん、たきざきまみやさんなどについては、日本以外のエージェントとなってい

ます。例えば、筒井哲也さんの「ダスハント」はフランスのほか、現在、ドイツ、オランダ、イタリア、

香港、台湾で出版されています。 

また、今後はマンガを核とするアニメやビデオゲームについても可能性があれば扱っていきたいと思

っています。 

 

 KI-OON 社の強みは、経営者の自分とセシルが日本語ができること。日本の出版社や作家も直接社長

に文句が言えるという意味で安心だと思います。フランスのマンガ出版社には日本語が堪能な社員があ

                                                   
22 サロン・ド・リーブルは毎年 3 月パリで開催されるブックフェア。ビジネスデーとパブリックデーが

あり、全体でだいたい 8 万人動員。 http://www.salondulivreparis.com/ 
23 パリ・マンガはパリの展示会場ポルト・ド・ベルサイユで開催される日本のコンテンツを集めたイベ

ント。2 月と 9 月に開催。動員 5 万人。 http://www.parismanga.fr/ 
24 CITE とはフランスの大都市郊外にある低所得者が住む地域の総称。 
25 フランスでは民放最大のTF1、国営放送のFRANCE2がともに毎日20時に全国ニュースを放送する。

ここで放送されることは、全国に宣伝される効果を持つ。 

2010 年 7 月の JAPAN EXPO の会場での Ki-oon 社のブースの様子。 

サイン会目当てに長蛇の列ができていた。 

http://www.salondulivreparis.com/
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まりいません。KUROKAWA は別ですが。 

 

 社会的な活動も行っています。剣道を扱ったマンガ「BAMBOO BLADE」を出版したときは、ジャパ

ンエキスポで剣道の実演を行いました。またトラップでは、図書館に書籍を寄付するなど、社会貢献活

動を行っています。 
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終わりに -インタビュー結果から見るインプリケーション- 

 

 

日本のコンテンツは「ニッチ」ではない 

 

 NARUTO のプロパティを扱っている Mediatoon のインタビューから、NARUTO はフランスで 7－14

歳の男子の人気 No1 キャラクターであることがわかった。 

 

 実際にジェトロが高校生を対象に行ったアンケート調査でも、NARUTO と One Piece はずば抜けた人

気を誇っている。 

 

 ただ、人気だといっても、フランスの市場の大きさには限界がある。「はじめに」でも書いたが、

NARUTO のコミックスの累計販売部数は日本の 1/10 程度である。フランスの人口が日本の半分である

ことを考慮しても市場規模は小さい。この程度の売上で人気 No1 になってしまう市場なのである。 

 

 だから、フランス人と日本人とはそもそも認識のギャップがある。フランスのゲートキーパーは日本

のコンテンツをフランスの「マス」に育てた自負がある。これに対し、おそらく日本人は「まだまだ売

上は十分でない」と考えており、この差は大きい。 

 

 フランスの市場がどこまで売れるのか、日本企業は、フランス企業とも話しながら見極めていく必要

があるだろう。 

 

 

日本のマンガ・アニメを脅かす状況 

 日本のコンテンツは今はまだ「マス」であるが、将来も「マス」でいられる保証はまだない。問題は、

圧倒的な視聴率を誇る地上波の子供向けアニメの枠で日本のアニメが放送されなくなってきていること

だ。 

 

 日本のアニメを多く放送していたクラブ・ドロテが終了したのが 97 年、ポケモンが圧倒的な人気を誇

っていたのが 2000－2002 年ごろであり、2000 年以降に生まれた子供たちは、幼児期に日本のアニメを

見て育っていない。21 世紀生まれのフランスの子供たちがテレビで見ているのは、米国ないし欧州製の

3D アニメが中心であり、日本的な 2D の図柄にさえ親しんでいない。 

 

 マンガ出版社の多くが「子供向け」のマンガを出版しようとしているのは、このような危機感がある。

日本の出版社も「子供は読んでも安心」というマンガをラインアップするのも一案であろう。 
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長期のビジネスの視点が必要 

 米国では日本のアニメやマンガファンの比率は小さいものの、古くは「パワーレンジャー」、最近で「ど

ーもくん」など、日本のコンテンツを大幅に改編して、世界に発信する力のある企業が存在する。市場

の大きい米国の底力ともいうべきものであろう。 

 

 これに対し、フランスは市場がそもそも小さい。このため、コンテンツ企業が十分な収益を上げるこ

とは難しい。企業が収益をあげていくためには、長期的な視点も必要であろう。 

 

 長期的な視点とは、将来の「大人買い」を期待するものである。インタビューにもあったが、フラン

スでは「キャプテン・ハーロック」を深夜で一挙放送するなど、日本のアニメが好きだった子供が、長

じて大人になっても日本のコンテンツに興味を持ち続けるということがある。「キャプテン・ハーロック」

の放送はあまり注目を浴びなかったようだが、大人が NO-LIFE のような放送局の番組を見るという習慣

が根付いていることから「長期的」な視点は必要だろう。 

 

 実際、未だに「ドラゴン・ボール」シリーズの人気が根強い背景にはこのような「大人買い」の需要

もあると考えられる。 

 

 また、ジェトロが 2011 年 3 月に発表した「フランスを中心とする欧州のコンテンツ市場（2011 年 3

月）」（http://www.jetro.go.jp/world/europe/fr/reports/07000620）によると、フランスのテレビで放送さ

れている日本のアニメには「太陽の子エステバン」、「小公女セーラ」など過去の名作も多い。 

 「NARUTO」や「One Piece」についても 30 年後の市場をどこか頭に置いた展開も考える必要があ

るだろう。そのためにも、パートナーのフランス企業選びは慎重に行わなくてはいけない。 
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