
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

全国放送波東葛化期成同盟・議長の三池嵐次郎でございます。今回の本は正直、

前回の本よりも文章量が少なくてやばいです。勤め先の印刷屋の営業が私どもDTP

スタッフのキャパシティを考えずに仕事を持ってくるせいです。 

まあそんな私事で文章量は少ないですが、まあ苦労して集計した表がそれを補っ

て余りあるほどデータで雄弁に語ってくれたと思うので、そこは何とか皆様には勘

弁してもらいたいところです。 
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葛化同では、DVD/BD発売元別にアニメの放映局を集計して、各社の放映局選択

傾向を解析してみよう、という目標を立てた。そのために各アニメの発売元と販売

元、それに放映局のデータを収集したのだが、今回は2012年1月期以降に関東深夜

か衛星放映の萌えアニメ・オサレ系アニメで、その3つの情報がそろった184作品を

対象に集計、分析してみた。 

なぜ2012年以降にしたかというのを説明すると、現状の放映体制が確立したのが、

BS11がアニメ枠を金曜土曜深夜以外にも作ったのが2012年1月期だったから、とい

うのがその理由だ。 

各社ごとの解析の前にまずは、平均的な現在のアニメ放映局の傾向はどうなって

いるのかを見てみたい。 

関東広域圏の場合、独Ｕアニメが全体の６割で、残りの4割が5キー局での放映に

なっている。独Ｕアニメの場合はそのうち南関東4局すべてで放映の場合、MXのみ

の場合、その他の組み合わせの場合がそれぞれ3分の1ずつの割合でアニメが放映さ

れている。その他の組み合わせ内で多いのはMXとtvkの2局のみのパターンで、そ

れにMXとチバテレ2局のパターンとMXチバテレtvkのパターンが同率で続く展開

になっている。5キー局放映の中ではテレビ東京での放映が半分を占め、残りをTBS

とその他3局（といってもテレビ朝日ではほぼ放映がない）で折半する状況だ。群馬

テレビ、とちぎテレビでの放映も全体の1割で行われるようになっている。 

中京広域圏では相変わらずテレビ愛知が強くアニメ全体の半数を放映しており、4

広域局での放映も全体の4分の1を占めている。3番目に多いパターンは俗にいう名

古屋とばしで、全体の2割近くに達しており、BSシフトのあおりを受けた形になっ

ている。4番目に多いパターンは三重テレビとぎふチャンでのセット放映で、これは

後述するが角川書店の放映パターンである。それ以外での三重テレビ放映はマジェ

スティックプリンスとAKB0048両シーズンだけ（この3本は3広域圏外でも多く放映

されている）と激減しているようだ。 

関西広域圏では4準キー局放映が4割、独Ｕ放映が4割、テレビ大阪が1割5分、残

りが未放映である。独Ｕ内ではサンテレビのみのパターンとサンテレビ＆KBS京都

のパターンがそれぞれ半々となっている。 

福岡県では全体の３割が、北海道5局では全体の2割が放映されており、相変わら

ず福岡のほうが優遇された形である。 

それ以外の県域放映地域では熊本県での本数が多い感じなので、福岡札幌とちテ

レ群テレの他に熊本放映チェックも今回行ってみた。熊本県はノイタミナ常連地域

である点に加えて、RKK熊本放送が自腹で放映しているのが健闘の要因だろう。 
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BS放映されるアニメはBS11が4割5分、BS-TBSが1割5分、アニマックスやBS日

テレなど他が1割、とトータルで全体の7割に達している。相変わらずテレ東系はBS

でなくAT-X行きとなっている。 

CS放映はそのAT-Xが全体の6割5分で、次いでアニマックスが1割、キッズステー

ションはさらにその半分で、以降TBSチャンネル、日テレプラスと続く状況だ。ス

カパー未放映も全体の1割存在するが、BS限定放映なので大きな問題ではない。 

DVD/BDには「発売元」と「販売元」があり、今回の調査では楽天ブックスでの

検索を利用させてもらった。 

発売元と販売元は同一のことが多いが、ショウゲートやフロンティアワークスの

ように発売元だけに名前が出て、販売元には名前が出ないところもある。これらは

流通機能を持たないために販売を他社にまかせているためである。アニプレックス

やフライングドッグのように発売と販売が別名義だが実態としては一体である（ア

ニプレックス＞ソニーミュージックディストリビューション、フライングドッグ＞

ビクターエンタテインメント）という例もある。また各アニメ製作委員会が発売元

になっている場合がTBS系や京都アニメーション関連を中心にあるようだ。 

今回調査での最多発売元はアニプレックスの27本（15％）。以降バンダイビジュ

アルの21本（11％）、ポニーキャニオンの19本（10％）、キングレコード18本（10％）、

ジェネオンユニバーサルエンタテインメント13本（7％）と続いており、ここまで

の5大発売元で全体の半分である。これ以降はメディアファクトリー11本（6％）、

角川書店11本（6％）、TBS・各アニメ製作委員会8本（4％）と続いていくわけだが、

これらはテレビ局や映画会社などに比べて多いので、今後再編がいろいろ進む感じ

がしているのだがどうだろうか。 

販売元で見るとTBS系製作委員会の販売も請け負うポニーキャニオンが31本

（17％）と最多になる。メディアファクトリーもショウゲートやフロンティアワー

クス、ティーオーエンタテインメントの販売が加わって20本（11％）と多くなる。 
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シェアの大きなところから。 

アニプレックス発売のアニ

メは販売がソニーミュージッ

クディストリビューションと

なる。ブラロだけ違うが同じ

クールを分け合ったテルロマ

とのからみだろうか。テルロ

マって東宝だったっけ？テル

ロマの発売元も取りたかった

が阿部寛しか検索に出ない…

…。それともアニプレと東宝

はノイタミナ仲間だから相互

取り決めのたぐいか。 

放映局は各局まんべんなく

放映しているが、広域局志向

が強い感じだ。関東の独Ｕで

はMX単独の比率が少なく南

関東の4局全てで放映するこ

とが多いが、特筆すべきはと

ちテレ群テレでの放映。北関

東にやさしい発売元である。

関西でも広域局志向が極めて

強いし、テレ東アニメの俗に

言う下位3局切り捨てもしな

い姿勢が個人的には極めて好

評価である。テレ東アニメに

ついては単に萌え系でないせ

いかもしれないが。 
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アニプレックスとは逆に関東独

ＵではMX単独の比率が高い。輪廻

のラグランジェはチバテレでもや

ったけどあれは鴨川ご当地アニメ

だから当然か。PAの有頂天家族も

富山の北日本放送でやってるし。 

あとは京阪神の広域局志向が強

い点が特徴。 

衛星はバンダイがBS11の利益確

保をするためスカパー放映がない

場合があるので注意。 
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関連して発売がTBSだが販

売がポニキャのものも入れて

表を作ってみた。 

関東独Ｕは4局取りはない

感じだ。中京広域圏では広域

局取りはしない様子。まおゆ

うは角川以外では珍しく三重

ぎふパターン。関西広域圏で

は独ＵがサンKBS2局ネット

派か。 

 

表の「イクシオンサーガ

DT」で福岡札幌が×になって

るが○のまちがいだ、申しわ

けない。あれは6局ネットして

る。 

あと「フォトカノ」の「南

日本」は鹿児島のTBS系局の

ことね。 
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まず見てわかるのがテレ東アニメがな

い点。完全に決裂してるのが明白だ。みな

みけもAT以外は引き上げちゃったしね。 

関東では広域局放映はMBS逆ネット以

外なく、独Ｕはほとんどが4局取り。中京

広域圏はテレビ愛知派。京阪神は広域局志

向。 

AKB0048両シーズンは県域放送地域で

も多く放映されている。詳しくは書かなか

ったが。しかしうらやましい限りの資金力

ですね。でもこんなプロジェクトもうない

だろうから、これから48グループ内の「声

優になりたい子」ってのは冷遇されていく

しかないんですかね……。 
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表には販売がジェネオンＵの他社発売作品も入

れてある。超電磁砲は1期はジェネオンＵ発売だっ

たが2期はワーナーの発売。2期になってからBS11

での放映が始まったことと発売元の移籍は無関係

ではないはず。 

テレ東アニメは6局フルネットを貫く姿勢のよう

だ。アニプレと違って萌え系統なのでうれしい。小

学館の支援だろうか。 

南関東の独ＵはMXとtvkのパターンが多い。中京

はテレビ愛知派。京阪神はサンKBS2局ネット派。 

 

あの夏の「信越」は長野県の局。たぶんおねがい

シリーズからのつながりでは。 
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ショウゲート発売のアニメはメディアファ

クトリー販売になるので、他のMF販売アニメ

ともまとめて表にした。 

まずメディアファクトリーから。テレ東系

下位3局は切る傾向にありそうだ。中京圏はテ

レビ愛知派だが、放映自体がない場合も多い。

京阪神はややサンテレビ単独派。 

ショウゲートは関東がMXとチバテレが確

定でtvkが加わることも。名古屋はテレビ愛知

で京阪神はサンテレビのみ。衛星がBS11と

AT-X。 
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角川については以前の冊子で調査したが、それとの比

較も交えて。 

関東は独Ｕの4局取りを堅持している。これは以前の調

査と変わりない結果だ。 

中京広域圏は三重テレビとぎふチャンの2局ネット。テ

レビ愛知や広域局放映が以前の調査ではあったが、今回

は見られなかった。 

関西広域圏ではサンテレビ派である。以前はサンKBS

の2局ネットが主だったが今回調査では少数派になって

いる。また準キー局放映の回避方針は変わっていない。 

衛星はBS11のみでスカパーがないパターンがあり、そ

こも角川の特徴だ。完全に衛星なし、ということはなく

なったのでハルヒらきすた時代よりはだいぶましになっ

た。うぽってや一存2期は地域格差なしのネットファース

ト路線だし、本当に角川は生まれ変わったのかも。 

……それにしても結局TwellV放映ってなんだったん

だろうか。 
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TBS関与が言われながらTBSで放映されなかっ

たものや、TBS放映だが別企業から発売のものも表

に入れた。 

TBSの名前を明言しているものに関しては、販売

元はポニーキャニオンになる。 

まあ当然のようにTBS系列の広域3局で放映なの

だが、関西広域圏については独Ｕ送りになる場合が

ある。サンテレビ単独かサンKBS2局ネットのいず

れかになる。 

衛星はBS-TBSに当然行くが、スカパーはTBSチ

ャンネルの他AT-Xにも来ることが多い。……がけい

おんもISインストもATに来ないんだよなあ。 
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テレ東比率が高いが、下位3局に対しては厳しめ。本数が少な

いのでなんとも言い難いが関東独ＵはMX単独志向か。 

 

ところでニャル子さんが股間から伸ばした異形の触手で真尋

さんの後ろを犯す薄い本を見かけたら教えてください。待って

ます。 
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表記にはワーナーホームビデオとワーナーエンターテイメントジ

ャパンの2種類があるが、同じなので本冊子ではワーナーホームビデ

オに統一してある。 

テレ東系放映はなしだが北関東に厳しいわけではなさそう。関東独

ＵはMX単独寄り、名古屋は普通。京阪神は広域局寄り。 
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アニプレと共にノイタミナを支える2大発売元だ。 

マジェスティックプリンスは多くの県域放送地域でも放映さ

れている。 

テレ東アニメがない、という点ぐらいしか書くことが見当た

りません。 
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5分アニメしかないのだがまとめてみた。 

南関東で独Ｕ1局、京阪神で独Ｕ1局、そして衛星はAT-X

というのがパターン。 

ちなみに今回調べた中で関西がKBS京都単独だったのは

竹書房だけだった。 

 

スペースが余っているのでここでKBS京都についてのプ

チ情報を。アニメ誌では「KBS京都」表記がメジャーだが、

新聞のテレビ欄で「KBS京都」と表記しているのは、実は「い

まいち萌えない娘」の神戸新聞だけなのだ。他の新聞のテレ

ビ欄では大体「京都テレビ」表記。「京都テレビ」と呼ぶ人

は上方出身の可能性が惑星大レベルなので言い当てて驚か

せ悦に浸ってみよう。 
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バップは日テレ専業。あくまで日テレとつなが

っているだけなので読売テレビですらネットしな

い場合もある。日テレプラスだけが頼り。 

メガミマガジンの裏表紙を毎月押さえている

DVD/BD発売元。販売元はメディアファクトリー

が多い。今は独Ｕ専業で、MX寄り、あと名古屋

とばしが多い気がする。 

販売元はメディアファクトリーが多い。関東は

独Ｕ放映でMXとtvkが確定、テレビ愛知派、あと

京阪神はサンテレビ単独確定。 

プリキュアシリーズというビッグネームを押さ

えるマーベラスだが萌え系オサレ系が少ない。2

本じゃ傾向がつかめません…… 

販売はビクターエンタテインメント。ビクター

といえばテレ東黄金期の役者だがずいぶん落ちぶ

れてしまったなあ。 

琴浦さんは近年珍しくBS11併映のない非テレ

東アニメである。 
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ページ余ったが書くことと書く時間がないんで……ご自由にどうぞ。



 

 

ここ入力してるの本当に前日の夜なのよ。ヨドバシAKIBAでカラーレーザープリ

ンターを1万円ぐらいで投げ売りされてるのを衝動買いしてなかったら、もう本当に

やばかったです。プリンターはカラーですがモノクロですみません。ももクロでも

ないのですみません。AKB48のが好きですすみません。いやむしろSKE48派ですす

みません。もう卒業しちゃったのに未だしゃわこ推しですみません。48グループに

ついていろいろ書きましたが音楽的にはperfumeのが好きですすみません。最後に

なりますが冬の冊子の内容は未定で本当にすみません。 

落ちてますか？ この文章……。 

 

ブログ：三池嵐次郎のSavage★Night＋ 

（みいけらんじろう の さべっじないと ぷらす） 

http://savage-night-plus.moe-nifty.com/blog/ 

ツイッター：２日後ぐらいに開始する全国アニメのタイトル＆局をツイート中。 

https://twitter.com/miike_ranjiro 
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