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まえがき
全国波東葛化期成同盟・議長の三池嵐次郎でございます。今回の本は記事が少な

くなってしまってすみません。生業のDTP業務が忙しくなってしまって時間がとれ

なかったのですよ。

いいわけはさておき、今回の本では前回のやり残し、TBSとMBS（毎日放送）の

アニメ攻防史を中心に、関東地方と関西圏の広域局アニメ事情の違いについてまと

めてみました。時間的都合でTBS系と日テレ系のみを対象としてフジ系テレ朝系は

割愛してしまいましたが、そのかわりCBC（中部日本放送）と中京テレビの状況に

も触れるようにしてみました。

それではどうぞ、お楽しみください。
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「独Ｕアニメ」なんかじゃない
萌えアニメの主戦場がテレビ東京系列から独立UHF局となっていったいどれだ

けの月日が経っただろうか。……と書き出してみたが、それは「関東視点」での話

である。「関西視点」ではTBS系の広域局MBS（毎日放送）のほうが主戦場の名に

ふさわしいし、「中京視点」では主戦場はテレビ愛知なので、テレ東系列からはそも

そも主戦場が移動してはいない、と言える。

本稿ではそんな「関東視点」ではなかなか想像できない、関西広域局（準キー局）、

中京広域局のアニメ放映状況にスポットを当ててみることにする。とはいえ所詮は

筆者三池も「関東もん」なので、多少誤認や誤記があってもお許し願いたい。ちな

みに情報ソースは国会図書館で見たアニメディアの番組表ページ、あとはウィキペ

と個人脳内知識です。

「独Ｕアニメ」という分類

現在「Ｕ局アニメ」「UHFアニメ」「独Ｕアニメ」などと分類されているアニメ群

があるわけだが、これはいわゆる５大キー局（日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テ

レビ東京、フジテレビ）で放映されず、テレビ神奈川（tvk）、テレビ埼玉（テレ玉）、

チバテレビの各県域局で放映されるアニメ（現在はそれに加え……むしろそれより

も多くが東京MX、一部はとちぎテレビや群馬テレビでも放映）であることからそう

名づけられたのであろう。

要するに「独Ｕアニメ」というカテゴリーは「関東視点」で作られたものであっ

て、関西地区や中京地区などそれ以外の地域での放映局を何ら規定するものではな

い、ということである。

例えば「最終兵器彼女」や「砂ぼうず」は関東では「独Ｕアニメ」と認識されて

いるが、関西地区ではMBS、中京地区ではCBC（中部日本放送）での放映であった。

両作はCBC製作なので「独Ｕアニメ」から除外することもあるが、それは人によっ

てしたりしなかったりなのでややこしい。

逆にMBSの「日曜午後五」など、キー局でも同時ネットされるため広域局製作な

のにキー局アニメ扱いされる例もある。

さらには局製作のアニメでなくても関西中京の広域局（双方もしくはどちらか）

で放映されるアニメが存在することも、話をややこしくしている。「灼眼のシャナ」

はジェネオン（当時）主導（おそらく）の「独Ｕアニメ」だが、関西地区での放映

はMBSであった。

まとめると「独Ｕアニメ」には関西地区や中京地区では広域局で放映されるもの

があり、それはさらに局製作ものと（最狭義の「独Ｕアニメ」同様の）映像会社主
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導型に分けられる、ということだ。

┭匿华插刽j胺拜澳钙挡逻

関西広域圏や中京広域圏のテレビ局がどうなっているかについては、前回の本で

詳しく書いたが、改めておさらいしておくことにする。重要なことは関西中京のテ

レ東系列局（テレビ大阪、テレビ愛知）が県域（府域）局であること、そして大阪

府と愛知県には独立UHF局はないことである。つまり４大系列の広域局以外は各府

県でテレ東系か独Ｕ局の二者択一になっているわけである。実際には電波のスピル

オーバーで大阪府の多くの場所で兵庫県域局サンテレビが、名古屋市等で三重テレ

ビが見られたりするのだが。

関東地方では４大系列とテレ東が各都県共通で、茨城県以外の各都県でさらにそ

れぞれの独Ｕ局が加わる形になっている。

４大系列の広域局については前回の本の表をコピペさせていただく。上から順に

日テレ系（NNN、NNS）、テレ朝系（ANN）、TBS系（JNN）、テレ東系（TXN）、

フジ系（FNN、FNS）で並べてある。

「毎日放送」「朝日放送」と書くと「毎」と「朝」しか違いがなくてややこしいの

で以下「MBS」「ABC」表記でいきます。最近はABCにも俺妹SP版放映など動きが

あるので話を広げたいのだが、時間的都合で今回は触れません。だったら毎日放送

表記でいいじゃないかって？ それは言わない約束で。

あとは基本中の基本の話だが、「関西広域圏」は大阪府＋兵庫県＋京都府＋滋賀県

＋奈良県＋和歌山県の２府４県、「中京広域圏」は愛知県＋岐阜県＋三重県の３県で

す。三重県は名古屋のグループで、静岡県は中京広域圏ではありません。

ちなみに筆者三池はポリシーとして三重県が名古屋の仲間である場合に「関西」

「中京」、逆に大阪の仲間である場合に「近畿」「中部or東海」を使うようにしてい

ます。静岡県を含まない場合には「東海」表記はなるべく避けるようにもしていま

表１：３大広域圏のテレビ局【リモコンキーID】

関東 関西 中京

【４】日本テレビ（NTV） 【10】読売テレビ（ytv） 【４】中京テレビ

【５】テレビ朝日（EX） 【６】ABC（朝日放送） 【６】メ～テレ

（名古屋テレビ）

【６】TBS（東京放送） 【４】MBS（毎日放送） 【５】CBC

（中部日本放送）

【７】テレビ東京（TX） （広域局はなく県域局がある）

【８】フジテレビ（CX） 【８】関西テレビ 【１】東海テレビ
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す（固有名詞は除いて）。「東海３県」と書く場合には静岡県は含まない点に極力言

及するようにしています。

三重県の話が出てきたのでもう一つ。伊賀地方においては大阪方面からの影響が

特に強い（近鉄のナワバリ）ので、ケーブルテレビなどで関西広域局を見ている場

合が多いようです。

fX墩禄ck华插钙gǔ凹耙H康zījG

角川未放映問題などで北関東が萌えに飢えていた頃、私はよく思ったものである、

「なぜキー局では放映しないのに関西中京の広域局では放映するのだ」と。これに

はもちろんいくつか理由がある。

一つは製作局としての特権である。自分のところで作ったものを自分のところで

放映するのは当然のことだ。そしてでかい顔をしたい製作局はわざわざ自分より立

場が上のキー局に放映させてもらいに頭を下げに行ったりはしない。自分より弱い

立場の独Ｕ局のところに行ってでかい顔をするのだ。

二つ目は表現規制の問題。キー局でなければある程度ごまかしが効くからだ。土

６や日５を見れば、基準がどの程度違うかはわかる。

そして最後だが、関東と関西中京での根本的な局数の違いが広域局への放映圧力

になっているためだ。サンテレビが阪神戦で放映に応えられない分などが広域局に

向かうのだ。

コストパフォーマンスに関しては前回冊子で検討したが、関東も関西も広域局で

は１円当たり３世帯程度となるようなので現在においての要因とは考えにくい。た

だ過去には要因だったかもしれないし、テレビ大阪が使われない理由になっている

可能性はある。（ちなみにMXは１円当たり25世帯、サンテレビで15世帯。）

巻末資料のご案内

この冊子の中盤以降はアニメ枠変遷表になっています。TBS、MBS、CBCは1996

年10月期から（早朝枠と古アニメ枠、「日本昔ばなし」「探偵学園Q（枠移動前）」を

除く）、日テレ、読売、中京テレビは2006年４月期から（深夜枠のみ）の表となっ

てますので、各自切り取って比較してみてください。

本当は並べて掲載して比較したほうがいいのですが、そうすると組み合わせ数が

幾何級数的に大きくなって筆者の作業が手に負えなくなるので、そのような形でご

勘弁を。
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TBSとMBS（CBC~èЯ贿}>B摆ǖ傲败宁
というわけでTBSとMBS、互いのアニメが戦いの中でどのように成長していった

のかを、前回冊子掲載のTBS対MBSアニメ攻防史年表で振り返ってみたい。

TBS系列のアニメ年表（再録）

1996年 TBS土曜５時30分枠で「逮捕しちゃうぞ」。これをMBSでは月曜深夜に放

映したことや土６枠がウルトラマンティガで特撮になったことが翌年の

「アニメシャワー」開始のきっかけに。

1997年 上述の通りMBS土曜深夜で「アニメシャワー」開始。

TBSでは「ワンダフル」でアニメコーナーを開始。MBSではワンダフル

アニメ放映を遅れで散発的に行ったのみ。

1998年 MBS、TBS土曜５時枠のアニメをアニメシャワー３枠目で放映開始（「ア

キハバラ電脳組」から）。

1999年 土６が「ゾイド」で一度アニメに戻る。

年末でTBS「ワンダフル」のアニメが終了。

2000年 TBS土曜５時枠のアニメが終了（オーフェンＲ）、アニメシャワーも一旦

２枠に戻る。

年末にBS-i（現BS-TBS）開局。

2001年 BS-iで「ちっちゃな雪使いシュガー」「まほろまてぃっく」。前者はTBS

にとって地上波深夜アニメ再認識のきっかけとなり、後者は民放系BSデ

ジタル初の萌えアニメとなり何度かの地上波深夜併映をはさみつつ枠が

継続していく。

土６はウルトラマンコスモスで再び特撮に。

2002年 TBS「ちょびっツ」で深夜アニメについに本気。

土６はガンダムSEEDで再びアニメになり黄金時代へ。

2003年 MBSで「成恵の世界」。これ以降関東独Ｕで同時放映パターンが増殖。

2004年 TBSの土曜夕方アニメが「探偵学園Ｑ（枠移動後）」で終了。

TBS深夜枠が今までの火曜から木曜になる。

MBSではアニメシャワーの3枠目が復活。

2005年 「これが私の御主人様」でBS-i限定アニメが特別編を除いて消滅、地上波

深夜と一体化。

土６は「BLOOD+」で以降落ち目傾向に。

MBSはアニメシャワーをシャナでついに４枠化。
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2006年 TBS深夜の「びんちょうタン」がMBSで完全放映される一方「REC」は

ネットなしという珍事が。

コードギアス１期がMBS深夜初のTBS逆ネットを成し遂げ、MBS木曜深

夜１枠とそのTBS放映を確立させる。

「009-1」がTBS深夜初の独Ｕ（KBS京都）送りに。

2007年 コードギアスが遅れではあるがMBSアニメ初のBS-TBS放映を成し遂げ

る（ギアスR2の日５枠放映準備のため）。

「おおきく振りかぶって」がTBSでは深夜、MBSでは夕方という珍事。

土６はガンダム00で持ち直し（土曜時代）有終の美。

2008年 土６枠が日曜５時に移動する。

MBS木曜深夜枠が３枠化、TBS木曜深夜枠の第２の受け皿に。

2009年 「明日のよいち」がTBS深夜初のサンテレビ送り。以降KBSのみへの単

独送りの例はない。

2010年 けいおん２期が全国規模で放映されるが、代わりにTBS深夜としては珍し

くBS-TBSでの放映がなかった。

2011年 インフィニットストラトスがTBS深夜初のサンテレビ・KBSダブルＵ局

送り。

MBS月曜深夜枠が開始、TBS木曜深夜枠第３の受け皿に。

2012年 MBS木曜深夜２枠のいぬ僕がMBS深夜アニメ初のBS-TBS同時期放映。

そしてMBS木曜深夜１・２枠がBS-TBSでの同時期放映を固定化、「アニ

メイズム」となる。

TBS系全国ネット枠とBS-TBS（旧BS-i）の枠

TBS系の全国ネット枠といえば何といってもMBS発の日曜午後五。現在も継続中

の系列を代表するアニメ枠だ。今は全国同時放映だが、かつては放映時間の異なる

局があった。CBCがその一つで、ガンダムSEED-Dの放映期間中に時間を合わせた

そうだ。

ところで今は日５一つになってしまった全国枠だが、かつては他にもあった。そ

の一つがCBC発の土曜朝7時30分枠。モンスターファーム、デビチル、カービィと

続いた枠だ。カービィはDVDが全部出てはいないようで、見られる任天堂のサービ

ス「Wiiの間」も終了してしまったと聞く。Huluか何かが後を継いでくれていれば

いいのだが。特に星のフームたんは葬られるには惜しい（笑）。

あとは2003年４月期火曜19時に登場して半年で全国ネットが崩壊した「探偵学園

Q」。調べた限りでは枠崩壊殻後MBSでは即打ち切り、CBCでは日曜朝（土曜朝と
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の資料もあるが）に左遷のようであった。

全国同時放映ということでBS-TBSについても触れておこう。BS-TBSでのアニメ

放映は2000年末の開局から３クール後の2001年10月期、BSの朝アニメとして作ら

れた「ちっちゃな雪使いシュガー」とBS専用萌えアニメ「まほろまてぃっく」の２

本で開始した。シュガーは宣伝のためにTBS系列各局の深夜で１話のみの地上波放

映が行われたが、これが皮肉なことにTBSの深夜アニメ志向を開花させることにな

ってしまい、本来のBS朝アニメという計画は放棄されてしまうのである。BSでの

アニメ放映枠自体は深夜では受け継がれ、開花したTBSの深夜枠と時に併映、時に

独自放映しながら続いていったのだが、2005年10月期に、このころすでに２本体制

を確立していたTBSの木曜深夜枠と統合し、その体制が現在まで続いている。

またMBS製作の深夜アニメ「コードギアス」の続編、同R2が日５で放映されるの

に伴ない2007年10月期から１期が同局製作アニメとしては初のBS-TBS放映を成し

遂げた。これはあくまで単発の事象だったが、2012年１月期にいぬ僕のBS-TBS放

映が行われた翌４月期からは、MBS木曜深夜枠の１枠２枠分が「アニメイズム」と

命名されてBS-TBSとの併映が行われるようになった。

あと「MUSASHI」については触れないことにする。

TBSの深夜枠

現在TBSの深夜アニメ枠は木曜深夜に２本、金曜深夜に２本というのが基本にな

っている。各曜日とも状況によりまれに３本放映になることがある。また、木曜２

本体制確立前は火曜深夜（最近ではけいおん２期が火曜放映唯一の例）だったし、

土曜や水曜の深夜に土６系の再放送をしていたこともある。2009年10月の劇場版に

伴なうなのはA’s放映は水曜深夜だった。

TBS木曜（火曜）深夜枠は基本的に自局製作で先述の通り２本ともBS-TBS併映

だが、体制確立前の「ジパング」、TBSが製作未関与の「BLUE GENDER」「なる

たる」、そして異例の全系列局放映＆劇場版化を成し遂げたけいおん２期の４作に関

してはBS-TBSでの放映がない（BGは不明だがなるたるは確かキッズ、ジパングは

アニマ、けいおん２期はTBSチャンネルでの全国放映）。

逆にTBS木曜枠がMBSやCBCではどう放映されているかを見てみよう。MBSで

は以前は土曜深夜「アニメシャワー」での放映が主だったが、2008年10月期の木曜

深夜枠増設以降はそちらに移りだし、2011年４月の月曜深夜枠本格始動後はそこに

も移り、土曜の放映は皆無になった。現状では木曜深夜３枠目（１枠２枠はアニメ

イズムなのでTBSものはそもそも入れない）と月曜深夜の１枠２枠のいずれかが取

れなければサンテレビ等に追放（例えばISインストや恋チョコ）、ないしはBSのみ

（例えば逮捕フルスロットル）ということになる。CBCでは2005年10月期からTBS
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木曜深夜枠の放映が始まっている。枠は金曜深夜から水曜深夜へ、そして現在では

木曜深夜の放映で固定になっている。

さて、対するTBS金曜深夜枠は2006年４月期開始で、基本的にMBSやCBCから

の逆ネットである。１枠目は半年のエウレカ再放映の後、満を持して新設MBS木曜

深夜１枠からコードギアスが登場、枠がアニメイズムと名づけられた現在まで同枠

からの放映が続いている。２枠目は2009年７月期まではCBC製作の同局水曜深夜１

枠か金曜深夜枠、移行期間を経て2011年４月期からはMBS製作の同局木曜深夜２枠

（後のアニメイズム２枠）へと移り変わっていっている。唯一の３枠目「ラスエグ

銀翼のファム」もCBC製作のアニメだ。

あとワンダフルについてだが、基本的にMBSではワンダフルそのものの放映がな

かった。マサルや逮捕SPなどアニメ単品での放映はいくつかあったようだが。CBC

ではワンダフル自体の放映はあったものの、ウィキペによれば「開始半年と番組の

終了近くが完全ネット」だったとのことなのでマサル終了程度までしかアニメコー

ナーはネットしていないと考えるのが妥当だろう。ただアニメディアの番組表に「ふ

たり暮らし」の記述があったことから、その後アニメだけをMBS方式で放映した可

能性は否定できない。いずれにせよワンダフルに関しては情報不足である。

TBSj亲先瞎铁雅

TBSで土曜夕方に放映だった「逮捕しちゃうぞ」がMBSでは深夜放映だったとい

うこと、そしてそれが深夜アニメのきっかけの一つだったということを年表に書い

たと思う。逮捕はCBCでも深夜放映だったのだが、このころの土曜夕方枠の扱いは

かなりひどいものだった。きこすま、コジコジ、ゴエモン、タイガアドベンチャー

の４作はMBSもCBCもネットしなかった。あのコナミやさくらももこがよく黙って

いたものだ。タイガアドベンチャーに至っては主題歌を歌っていた仲間由紀恵の事

務所が圧力でも掛けたのかと疑ってしまうほどである。上向き出したのはアキハバ

ラ電脳組がMBS土曜深夜３枠で放映を開始したところからだろう。CBCも遅ればせ

ながらパワーストーンやオーフェンを始め、オーフェンRの時にようやく（時間は

異なれど）同時期に放映できるようになったのである。残念ながらそのオーフェン

RでTBS土曜夕方５時枠の命運は尽きてしまうのだが、５時30分枠についてはMBS

の協力もあってもう少し生き延びることになる。サクラ大戦、トライゼノン、逮捕

２期、RAVE、ゲットバッカーズと続いたがそこに押し込まれたのが枠降格された

「探偵学園Q」。これでTBS系のアニメは土６日５以外は完全に深夜系になってしま

い、先述の「BS朝アニメ計画」とは何だったのかという笑い話だ。

2007年にラブコンで夕方アニメが土曜５時30分枠で復活するが、これは単発の事

例。今やTBS系の居場所は完全に深夜で定着したといえる。
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MBSやCBCでのこれらTBS土曜夕方枠の放映時間だが、MBSの場合は逮捕１期

が月曜深夜、アキハバラ電脳組からオーフェンRまでがアニメシャワー３枠、サク

ラ大戦からゲドバまではTBSと同時刻放映だ。CBCの場合は逮捕１期とゲトバが水

曜深夜１枠、パワーストーンとトライゼノンが土曜朝、オーフェン、同R、サクラ

大戦が土曜夕方（時間はTBSと異なる）、逮捕２期が土曜深夜である。

MBSの深夜枠

MBSの深夜枠は土曜深夜の「アニメシャワー」枠全４枠、木曜深夜の「アニメイ

ズム」全２枠に無名の３枠目を足して全３枠、それに月曜深夜の全２枠を合わせた

計９枠で構成される、というのが現在の基本形だ。かつて火土木水月水と各曜日を

渡り歩いた古アニメ枠があったが、今はそんなことをする余裕はないのが現状だ。

まずは一番の古株枠「アニメシャワー」から見ていきたい。年表にも書いた通り、

土６枠が特撮になったため自社アニメを絶やさないように創立された当枠だが、程

なくTBSの土曜夕方１枠も導入され、自社系２本TBS１本の体制になる。1999年10

月期になると土６がゾイドになり、アニメシャワーにも余裕が出ることになったの

だが、そこに進出したのがいわゆる独Ｕアニメだ。さらにTBSがちょびっツ、CBC

が最終兵器彼女、さらにガンパレードマーチが来たり自社で成恵の世界などやった

りするとさすがに枠が足りなくなり、TBS夕方枠消滅後絶えていた３枠目を復活さ

せることになる。その後も需要はやむことなく2005年10月期にはシャナで４枠目が

誕生、土曜深夜は限界を迎えることになる。

そこで打たれた次の一手が別の曜日での枠開拓である。木曜枠はそうして誕生し

た。本来は土６になるはずだったという話のコードギアスで2006年10月期にぶち挙

げた当枠も、２年後１枠から３枠に拡大することになる。それでも需要には追いつ

けず、かつて逮捕が放映され、2009年７月期には放浪古アニメ枠のおさがり的にう

みものがたりが放映された由緒ある月曜深夜に、2011年４月新たに２枠が設けられ

た。

ざっと見た感じどうもMBS的には、月曜はTBS系、木曜は自社系、土曜は独Ｕ系

という青写真を描いている気がするのだが、どうだろう。全般的にMBSは「他局の

この枠はここへ持ってくる」というのを決める意識に乏しい気がするので、なかな

か様相が把握しづらい。

木曜１枠はすでに述べた通り当初から現在までMBS製作で、TBSでは金曜深夜１

枠で放映されている。CBCでは黒執事までが木曜深夜、バスカッシュからエウレカ

AOが水曜深夜の放映となっている。木曜２枠３枠は逆にTBSの木曜枠を流すことが

多かったのだが、MBSが月曜枠を開設してからはMBS木曜２枠目は自社系に転換し

逆にTBSの金曜２枠目にネットするようになり、いぬ僕のテストフライトを経てア
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ニメイズム化後は木曜１枠目ともどもBS-TBSへもネットするようになった。CBC

へは自社化後の木曜２枠からはいぬ僕、夏色、じょしらくの３作が木曜深夜に、絶

園のテンペストが水曜深夜にいっている。

CBCの深夜枠

CBCの深夜枠に関しては、改めてまとめてみると「TBSのアニメ」と「MBSのア

ニメ」がほとんどのような気がする。残りはだいたいCBCの自社製作で、その３つ

のどれでもないものってワるきゅーレ12月のなんたら（うろ覚え）だけのような。

CBC製作ものは水曜深夜１枠目の放映作品に多く（最終兵器彼女、ウィブレから

うみものまでのTBS金曜２枠目でやったもの）、2008年10月期以降は金曜深夜枠で

放映されているようだ。（ラインバレル、AngelBeats、銀翼のファム）。あとは砂ぼ

うずと巷説百物語がそうだったはず。
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腮胺拜d绕舍胺拜澳d
TBS系列だけではあれなので、日テレ系列についても少し。

腮唾胺拜澳j凉舞雅

基本的に自社（というよりバップ）の枠は火曜深夜。2009年までは２枠あったが、

2010年からは１枠に。スカパーは基本的にアニマックス行きが多いが、2011年10

月期からは日テレプラス推しのようだ。読売テレビ用の枠は曜日固定ではなさそう。

読売テレビの深夜枠

読売テレビが最初に独Ｕアニメに手を出したのは、2006年７月期の「無敵看板娘」

が最初のことである。その後しばらく動きがなかったが、2007年10月期の結界師深

夜枠転落をきっかけとして（かどうかは知らないが……）攻めの姿勢に転換、「乃木

坂春香の秘密」で独Ｕ界に打って出たのであった。

枠は自局系と日テレ系の混在形式で月曜深夜に３枠から４枠を展開（時期により

異なる）している（MONDAYPARK＞マンパ）。スカパーは基本的にキッズステー

ションが多いが、WORKINGのようにAT-Xでも並行放映の場合や乃木坂シリーズの

ようにAT単独の場合もある。さらに日テレ同様2011年10月期からは日テレプラス推

しも出始めている。緋色の欠片の動向を見る限り日テレと違い完全に寝返るつもり

でもないようだが。

一時期独Ｕ展開のアニメを１クール遅れで日テレに逆ネットしたことがあったが、

その後の動きは今のところない。

中京テレビの深夜枠

上記２局と異なり狭義の独Ｕアニメ放映が見られるのが特徴だったが、2009年10

月期開始の３作（聖剣の刀鍛冶、11eyes、キディガーランド）を最後にそれらは撤

退した様子である。現在は主に読売テレビサイドの深夜アニメを火曜深夜に流して

いる。日テレ用の枠は水曜深夜のH×Hで使い切ってしまっているのか、最近はそれ

ほど多くない様子だ。

。


