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まえがき
全国放送波東葛化期成同盟は今回初めての冬季サークル参加で

す。冬の参加は時間的な余裕が少ないので大変ですね。夏参加だ

と７か月ちょっと使えるのに冬参加は 4 か月ちょっとしか使えな

いし、申し込みの締め切りも早くて本の内容が練りにくいんです。

そんな内輪話はさておき、今回は夏に予告したとおりのネタを

やります。それだけでは間が持たないので他の記事も書いてみま

した。というわけで読んでください。買ってくれたほうがなお嬉

しいですけどね。
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調査レポート：アニメ誌の放映局表記の謎
独Ｕアニメの場合「テレ玉他で放映」のようにアニメ雑誌では

放映局が記載されているのだが、あれが「幹事局」である、とい

う説が一部でされている。だが本当にそうなのか。また「最速放

映局」との関係はどうなのか。データ面から迫ってみたい。

そもそも「幹事局」とは何か
まず基礎事項として、「幹事局」とは何か、という部分をおさら

いしておこう。

一般の全国ネット番組は「ネットワーク」の「キー局」がまと

め役になって各局同時期放映をしている。独Ｕ局は「ネットワー

ク」から外れた存在なので、そこで各局同時期放映をする場合は、

その番組の放映局同士でその番組独自の「ネットワークに準ずる

もの」を作ることになる。その「ネットワークに準ずるもの」の

中で「ネットワーク」でいう「キー局」の役割をするテレビ局が

「幹事局」である。

さてこの「幹事局」だが、公式に明らかになっていることは稀

である。だからこそアニヲタの興味を引いてやまないわけだが、

「それを知ってどうするのか」と言われると答えに困る。知った

ところで自分の家で見られないアニメが見られるようになるわけ

でもなく、せいぜいウィキペディアの記述の足しになる程度だろ

う。

公式に「幹事局」を明言している例を幸運にもそのウィキペで

見つけることができた。2003 年 10 月期放映の「君が望む永遠」

である。アニメ公式サイト掲載の、チバテレビからのお詫び文

（http://www.kiminozo.com/news/news_031021.html）から、チ

バテレビが君望の「幹事局」であることが確認できる。

まずはここを足がかりに、「アニメ誌に表記されている放映局が

幹事局」説を検証してみたい。

アニメ誌での放映局表記は「幹事局」か
アニメ誌で「君が望む永遠」の放映局はどのように表記されて

いるのだろうか。以降、アニメ誌で代表的に表記されている放映
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局を簡便のため「表記局」と記述することにする。

国立国会図書館で「アニメディア」のバックナンバーを確認し

たところ、表記局はチバテレビであった。これは幹事局と一致し

ている。

各アニメ誌で表記局が異なる可能性もあるので他誌でも表記局

を確認してみることにする。

「ニュータイプ」ではテレビ埼玉が表記局だった。調べてみた

ところテレビ埼玉は最速放映局である。ちなみに「アニメージュ」

に関しては該当時期の号が収蔵されていないのか、確認すること

ができなかった。

ここまでの調査で確定したのは 3 点。「アニメディアは幹事局を

表記局とした例がある」という点、「幹事局と最速放映局は異なる

場合がある」という点、「表記局は各誌で異なる場合がある」とい

う点である。

同クール放映開始の独Ｕアニメの各誌表記局をまとめてみたの

が下の表である。参考のため最大放映局の情報と、調べのついた

もののみ最速放映局の情報を付記した。

表１：2003 年 10 月期独Ｕアニメの各誌表記局
タイトル アニメディア ニュータイプ 最大局 最速局

君が望む永遠 チバ テレ玉 tvk テレ玉

ワるきゅーレ 2 期 チバ CBC CBC ？

瓶詰妖精 tvk 新広島 メ～テレ ？

ヤミ帽 MBS TVh MBS MX

藍より青し縁 関テレ テレ玉 関テレ テレ玉

それにしても各誌で表記局が異なっているというのは予想外の

事態である。「表記局が幹事局」説は「各誌で表記局は同じ」とい

う前提の上にある種成り立っていた説だったのに、その前提がい

きなり覆されてしまったのだ。まあこの時期はフジテレビ深夜枠

の混乱期だったため、放映局が不安定だった（ヤミ帽と青緑はも

ともとフジ深夜放映予定だった）という事情があるのだが、それ

を考慮しても、この表記局のバラバラさからは「幹事局の情報を

各誌は掴んでいる」との結論を導くことはできない。最も各誌が

「幹事局の情報を掴んだ上で別の局を表記局にしている」という
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可能性は依然あるのだが。

各誌表記局の違い
アニメ雑誌各誌が独Ｕアニメの幹事局情報を知っているか否か

は依然不明だが、表記局は各誌で異なることが前の調査で判明し

た。だとすれば、各誌ごとに表記局を選ぶ基準のようなものがあ

るはずである。先のデータで見る限り、アニメディアは幹事局を、

ニュータイプは最速放映局を表記局とする傾向がうかがえるが、

本当にそうなのか。未調査だったアニメージュも含め、2010 年 4

月期の各誌独Ｕアニメ表記局データを調べてみることにする。

8 ページに記した調査結果（表２）は、またしても驚くべきも

のだった。前の調査であんなにバラバラだった表記局が、3 誌で

共通しているのである。

表記局の選択傾向については、２番組を除いて全体の 4 分の 3

が関東最速放映局を表記局としている。

「薄桜鬼」は tvk が最速局であり、表記局のチバテレビは 2 番

手である。表記局が幹事局であると仮定するならば、MX への配

慮のためチバテレビを幹事局にしたと考えられなくもない。だが

それでは tvk での放映もあった「Ｂ型Ｈ系」の表記局・幹事局が

MX である点と矛盾することになる。そんな配慮が働くのならＢ

型Ｈ系の表記局・幹事局もチバテレビになるはずだからだ。

南関東 4 独Ｕ局の表記局・幹事局と放映局の関係解明は、より

一層の調査が必要となりそうなので今後の課題としたい。

「WORKING!」は読売テレビが表記局となっている。関東最速

放映局は MX だが、読売テレビは製作から関わっているようなの

で例外的に表記局とされているのだろう。製作から関わっている

といえば「いちばんうしろの大魔王」「一騎当千 XX」「薄桜鬼」に

おける AT-X もそうなのだが、表記局にはなっていない。有料の

衛星チャンネルの扱いなど所詮その程度ということか、腹立たし

い。無論衛星限定の「kiss×sis」は表記局が AT-X だったが。

ともかく最速局や最大局とは限らない局で、各誌の表記局が統

一されている以上、私はそこに「幹事局」の存在を感じざるを得

ない。ウィキペの指摘どおり確実な証拠は何もないが、少なくと
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も各誌の表記局が統一されているのであれば、それを幹事局とし

ても問題はないのでは、と思う。

撕藩钙k@`Gě曲查Qí[jG
2003 年 10 月期でバラバラだったアニメ雑誌各誌の独Ｕアニメ

表記局、それが 2010 年 4 月期には統一されていたことが前の調

査で明らかになった。では一体いつ統一されたのだろうか。次は

2003 年以降のアニメージュが国会図書館で確認できる最古のシ

ーズンである、2008 年 7 月期の各誌表記局データを調べてみるこ

とにした。

調査結果は 8 ページに記した（表 3）が、この時点では表記局

の完全な統一はされていない。「乃木坂春香の秘密」などは 3 誌全

てがバラバラの表記局である。他「鉄腕バーディーDECODE」「薬

師寺涼子の怪奇事件簿」「ストライクウィッチーズ」の表記局が統

一されていない。アニメージュが最速放映局を表記局に選んで他

誌と異なっている場合が多い。

「乃木坂春香の秘密」はアニメディアで読売テレビ、アニメー

ジュでチバテレビ、ニュータイプでは tvk が表記局である。最速

放映局はチバテレビだが、tvk も同日の放映で時間差があるだけ

である。チバテレと tvk では tvk のほうが規模も格も上であり、

あくまで最速にこだわるアニメージュと規模も含めて総合的に判

断するニュータイプ、という違いが現れているような気がする。

読売テレビは最速ではないが放映局中最大局でなおかつ製作から

関わっているようであり、「読売テレビが幹事局（兼製作局）」と

する結論が妥当だろう。

「ストライクウィッチーズ」に関してはアニメディアとニュー

タイプでチバテレビが表記局、アニメージュは福井テレビが表記

局である。福井テレビは最速放映局である。一方チバテレビはア

ニスピ化時に参入した、いわば角川の肝煎りである。その角川の

ニュータイプがチバテレビを表記局にしている以上「チバテレビ

が幹事局」という結論が妥当だし、実際に君望の幹事局を的中さ

せたアニメディアもチバテレビを表記局にしており、それで間違

いないと思われる。
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これまで挙げた例とは逆に表記局が統一されているものも半数

以上あり、「Mission-E」などは特に最速放映局でもないテレビ埼

玉で表記局が統一されている。「公にならない幹事局というものが

あり、それは最速局とは異なる」ことを示す好例だろう。ちなみ

に最速放映局はとちぎテレビである。とちテレと書くのがはばか

られるなら２番手のチバテレビにすればよさそうだが、それすら

せずにわざわざテレ玉表記にするのだから、これはもうガチで「テ

レ玉が幹事局」と言わざるを得ない状況であろう。

「表記局が幹事局」説は表記局の統一がされている時のみ成立

する、というのが前の結論だったが、統一されていない時も含め

て考えるなら「アニメディアの表記局が幹事局」と言い換えたほ

うが妥当かと思われる。

さて、この調査でとんでもない事実を発見してしまった。アニ

メージュで「ページによって表記局が異なる」事例が発覚したの

だ。

アニメージュにおける「鉄腕バーディ DECODE」の表記局だ

が、放映予定表のページではテレビ埼玉が最初に記述されている

（※放映予定表では複数の放映局が列挙されている）表記局であ

り、本文記事中では MX が表記局だったのである。テレビ埼玉は

最速放映局であり、MX は他 2 誌と同じ表記局である。ちなみに

最大放映局は在名局の CBC である。

おそらくアニメージュでは、放映予定表では放映順表記、本文

中では幹事局表記、と使い分けているのでは、と思ったのでそれ

も含めて、最後に 2009 年 4 月期の各誌独Ｕアニメ表記局を確認

してみたい。（ここまでで「アニメージュの表記局」としたものは

全て放映予定表に列挙された地上波局中で最初の局である）

アニメージュの表記局は何なのか
8ページに記した表 4が 2009年 4月期の各誌独Ｕアニメ表記局

である。アニメージュの欄は放映予定表のものと本文中のものを

2 つ用意した。確認できなかった部分もあり申し訳ない。

確認できた中では「アスラクライン」で場所による表記の違い

が見られた。放映予定表では tvk（CS も含めるなら AT-X）が筆
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頭表記、本文記事中ではチバテレビが表記局となっている。tvk

は最速放映局でありチバテレビは他 2 誌と同じ表記局である。

「アニメージュの放映予定表の筆頭表記局は最速局」という仮

説はここだけ見れば合っていそう（実際に最速放映局の AT-X が

筆頭になっている）だが、「戦場のヴァルキュリア」の放映予定表

での筆頭局は MX である。最速放映局はチバテレビなので、この

仮説は合っていないことになる。

他の号なども詳しく見てより多くの情報を集めれば、何か見え

てくるのかもしれないが、時間的にこれ以上の調査は不可能であ

る点お許し願いたい。

さて他誌との比較だが、他２誌とアニメージュ本文記事中の表

記局が、確認できた中では一致した。アニメージュ内での表記ゆ

れについては未だ不明だが、本文記事中の表記局については、こ

の時期にはすでに 3 誌で統一がされているようである。

結論と疑問点のまとめ
ウィキペの指摘通り確証はないが、3 誌の表記が「最速放映局

である」などの証明できる共通点なく一致している以上、それが

幹事局である、と結論付けることが自然である。

表記が一致していない場合（2008 年頃まで）は、実際に表記局

が幹事局だった実例なども鑑み、「アニメディアの表記局が幹事

局」である可能性が高い。

疑問点としては、なぜ初期の表記局は各誌で異なっていたのか、

それがなぜ統一されたのか、そしてアニメージュの放映予定表の

表記は何なのか、という点が残っている。

また、もし表記局の基準が「幹事局」でなかった場合、表記局

が最速放映局や最大局とは異なる以上、表記局が決まる基準が新

たな疑問点になってしまう。

まあいずれにせよ、幹事局がどこか解ったところでそのアニメ

の内容には全く関係ないので、何かそう考えるとそこまで必死に

調査する必要もないのかな、と思ってきてしまったので今回はこ

れにて終了ということで。
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各誌独Ｕアニメ表記局
表 2：2010 年 4 月期
タイトル アニメディア ニュータイプ

Ｂ型Ｈ系 MX MX

いちばんうしろの大魔王 MX MX

薄桜鬼 チバ チバ

一騎当千 XX チバ チバ

WORKING! よみうり よみうり

迷い猫オーバーラン！ MX MX

真恋姫無双乙女大乱 チバ チバ

裏切りは僕の名前を知っている チバ チバ

表 3：2008 年 7 月期
タイトル アニメディア ニュータイプ

鉄腕バーディーDECODE MX MX

Mission-E テレ玉 テレ玉

薬師寺涼子の怪奇事件簿 チバ チバ

ゼロの使い魔 3 期 チバ チバ

乃木坂春香の秘密 よみうり tvk

一騎当千 GG チバ チバ

恋姫無双 1 期 MX MX

セキレイ 1 期 MX MX

ストライクウィッチーズ 1 期 チバ チバ

表 4：2009 年 4 月期
タイトル アニメディア ニュータイプ

ポリフォニカクリムゾンＳ MBS MBS

アスラクライン チバ チバ

シャングリ・ラ チバ チバ

タユタマ チバ チバ

ティアーズトゥティアラ チバ チバ

戦場のヴァルキュリア MX MX

07-GHOST よみうり よみうり

クイーンズブレイド 1 期 チバ チバ

涼宮ハルヒの憂鬱（新） テレ玉 テレ玉
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アニメージュ 最速局 最大局 備考

MX KBS 京都 MX MX は関東最速

MX MX MX

チバ tvk MX

チバ チバ MX AT-X が先行

よみうり MX よみうり

MX MX MX

チバ ぎふチャン MX チバは関東最速

？ チバ MX

アニメージュ 最速局 最大局 備考

テレ玉 テレ玉 CBC

テレ玉 とちぎ tvk

tvk tvk MX

チバ チバ MX

チバ チバ よみうり

チバ チバ MX AT-X が先行

MX MX MX

MX MX メ~テレ

福井テレビ 福井テレビ MX

アニメージュ（予定表） （本文） 最速局 最大局 備考

MBS ？ tvk MBS

tvk（AT-X） チバ tvk MX

チバ チバ チバ MX

チバ ？ チバ 中京テレビ

？ チバ チバ tvk

MX ？ チバ MBS

よみうり よみうり チバ よみうり

チバ チバ チバ MX AT 先行

？ ？ サンテレビ メ～テレ ※

※テレ玉は関東最速
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誰も教えてくれなかったケーブルテレビのこと
隣の県のチャンネルを見るのに便利なケーブルテレビ。民放が

5 系列揃ってない地域や、揃っていても筆者三池の故郷宇都宮の

ように独Ｕアニメがさっぱりな地域では非常に重要です。このコ

ーナーでは何回かに分けてそんなケーブルテレビの「誰も教えて

くれなかった」重要な話をしていきます。

実は２種類あるサービスエリア
我々が「ケーブルテレビのサービスエリア」と漫然と呼ぶもの

には実は 2 つの定義があります。それぞれ「許可エリア」と「ホ

ームパス」というのですが、それぞれ説明していきましょう。

「許可エリア」というのは役所が決めた各社縄張りの限界値の

こと。市町村単位で許可され、なおかつ「ここまでケーブルを引

っ張ってもいいよ」という意味合いなので、いつまでたってもケ

ーブルが引かれずにほったらかしにされる、という地域が出てき

ます。

対する「ホームパス」というのが、実際にケーブルが引かれて

いて、申し込みをすればすぐに工事を始めてくれる地域のこと。

こちらは町・丁目・字単位で各ケーブル局が公開しているはずで

す。

三池の実家は「許可エリア」だけど「ホームパス」外なので頼

んでもケーブルは来ず、MX だのテレ玉だのは見られないのです、

チクショウ！AT-X では見られない角川アニメがあるのに。

通販チャンネルと万能チューナー
ケーブルテレビには「加入」と「非加入」の間に実は「第 3 の

状態」があります。「ケーブルは引かれているが加入はしていない」

という状態のことです。「ケーブルテレビ導入済みの集合住宅に入

居する」などの方法でこの状態になることが多いです。あなたの

物件がこの状態かどうかの見分け方は簡単、QVC などの通販チャ

ンネルが地上波のチャンネル設定だけで映ればこの「第 3 の状態」

です。まあ、難しいのはむしろ QVC と独Ｕ・民放 BS 再配信の見

分け方なんですが……。
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なぜ契約が取れる前から集合住宅にケーブルを引き入れるのか、

という疑問が出てきそうなので回答しておきます。受信障害地域

だった、地デジ対策などの面倒がない（地上波は申し込みや機材・

料金なしで見られるようになっています）、インターネットの整備

も同時にできる、それらで物件の価値が高まり高く貸せる……な

どの理由で大家は入居者の加入意志に関わらずケーブルを導入す

るのです。ケーブル会社のほうも契約が取れるかも、という期待

でケーブルを導入させたがっているのです。集合住宅にケーブル

を入れることで効率よく先述のホームパス内世帯数を増やすこと

ができ、事業規模を大きく見せられます。

さて、この「第 3 の状態」でのみ能力を発揮するのがいわゆる

「万能チューナー」です。ケーブルテレビに加入すると「セット

トップボックス」というものを取り付けてくれます。これはケー

ブルテレビ用のチューナーで、普通は工事のときにケーブル局が

持ってきてくれるのですが、ケーブル会社を通さずに売られるい

わば「野良のセットトップボックス」が「万能チューナー」です。

ケーブル会社は「ケーブルそのものの導入工事を自社でやる」、

そして「セットトップボックスを自社で売る」という 2 つの鍵で

タダ見を防いできました。しかしそのうちの 1 つがない「ケーブ

ル導入済み物件」に「万能チューナー」を持ち込んで残りの鍵を

壊せばタダ見が可能になってしまう、という算段です。

今ではアンテナ端子の側に細工を施す、などして万能チューナ

ーを手に入れてもおいそれとはタダ見できないようになっていま

す。また、ケーブル自体が来ていない戸建に住んでいたりホーム

パス外に住んでいたりする人には全く意味のない商品なので、そ

こは覚えておいてくださいね。
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滴码ò绕|┬┪┫┫擒
さて、角川系アニメの秋冬改枠と角川 HD によるメディアファ

クトリー買収の影響について考えてみましょう。

滴码固ǔ凹耙喀擒贷雅jzd}
かつての「アニメ魂」の流れをくむ「BS 日テレ 1 休息 2 放映

枠」がついに崩壊した。BS 日テレと AT-X のタッグ自体は続くも

のの、ミルキィホームズ 2 期なので角川枠でなくブシロード枠に

なってしまった。

AT-X 放映枠は BS11 での並行放映を新たに始めるものの、衛星

未放映アニメが減るわけではないのであまり喜べない。それどこ

ろか未放映枠がさらに増えてしまった。「未来日記」が 2 クールの

衛星未放映継続中なのに「Another」まで衛星未放映臭い。テレ

東枠などもなくなってしまったし、困ったものである。

滴码┻┷géī╀┹舌菌j趁妇
角川 HD の MF 買収でライトノベル独占が進む、というのは各

所で言われている通りである。一ツ橋系や音羽閥が低調なラノベ

界、もはやソフトバンクやホビージャパンなどの小手しか対抗勢

力はない。講談社が本腰入れそうな気配だが、まあ仮に西尾維新

が 10 人いても角川帝国には勝てなさそうな状況である。

問題はラノベより、むしろ MF の持っていた DVD 事業を角川

HD に支配されてしまった点だろう。買収によってアニメ事業を

拡大されて支配本数を増やされた挙句、衛星に流さない「角川流」

を押し付けられてしまっては、衛星にテレビ画質録画を頼らねば

ならない我ら衛星民や地方民にとっては大打撃である。地上波で

見られない地域の者だけが粗いネット画質や高い映像ソフトを押

し付けられ、地上波で見られる地域の者だけがのうのうとタダで

高画質録画保存できる「録画格差」に、我ら衛星民は地方民と共

に「専門チャンネル加入による発言力の強化」で対抗すべきだ。

買収の影響は今現在進行中のアニメ企画に即座に反映されると

いうわけではなく 1～2 年経たないと分からないが、注視すべき事

態なのは間違いないところだろう。
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旱j诚庐ǔ凹耙麻武届ò破B
1 年半前の冊子で「アニメの遅れ衛星放映告知問題」に言及し

たことがあった。地上波で放映開始後に衛星で遅れ放映が開始す

る際に、アニメ公式サイトのみの告知では地上波開始時に見られ

なかった人に告知するのは難しい……というのが問題の骨子であ

る。その解決策として「衛星局などが合同で専門誌を作る」など

の意見を提示したが、なんとそれに近い事例が実際に行われてい

たのである。ここではその事例を詳しく見ていくことにする。

幻の衛星アニメ誌「ＣＳ＆ＢＳアニメトランス」
「CS&BS アニメトランス」は月刊コミックガム（発行発売：

ワニブックス）の増刊号扱いで出た雑誌だ。平成 18 年 1 月 1 日

発行。以下写真ベースで内容を解説だ。

右の写真が表紙。サイズは A4

ワイドというのだろうか、最近の

アニメディアなどと同じサイズ

である。

その下は裏表紙（表 4）である。

ジェネオン（当時）が「灼眼のシ

ャナ」DVD の広告を出している。

下の方に「アニマックスにて2005

年 1 月 15 日（日）深夜 0 時より

放送開始」と告知が入っているの

が GJ である。筆者三池は当時宇

都宮の実家暮らしだったので、こ

の告知の初衛星放映が初の視聴

機会である。これがなければ TBS

に逆ネットされた 2 期も BS11 で

放映中の3期も北関東では楽しま

れなかったかもしれない。まあ三

池自身は録画してあるだけで一

度も見てないが……。
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右は目次。となりの表 2 は代ア

ニの広告である。

上から2段目の写真は巻頭記事

「新作8大作品クローズアップ」。

ラインナップは「ErgoProxy」「あ

まえないでよっ!!喝!!」「びんちょ

う タ ン 」「 LEMON ANGEL

PROJECT」「マイネリーベヴィー

タ」「マジカノ」「よみがえる空」

「かしまし」と全て衛星視聴可能

作品である。放映情報欄も衛星で

のものが最初に掲載されていて

好感触。あま喝プッシュは明らか

に出版社の都合（当時コミックガ

ム連載）ですが、実際衛星で見ら

れるので問題なし。

上から 3段目の写真は 2番目の

記事「6 大アニメ専門チャンネル

徹底研究」。局チョイスは AT、ア

ニマ、キッズ、カートゥーンネッ

トワーク、トゥーンディズニー

（現ディズニーXD）、そして今は

無きニコロデオン。

2 色刷りのアニメ番組ガイド

（後ほど解説する）を挟んでセン

ターカラー。

右最下段の写真は「ANIME

HOT Topicks」（原文ママ、Topics

では？）という記事。巻頭で特集

しなかったアニメをまとめてい

る。表 4 のシャナはここで取り上

げている。
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右の写真は「ゼロからのスカパ

ー使いこなしガイド」。これから

加入する人向けの記事だ。衛星ア

ニメ誌を出そうというならこの

手の記事は必須課題。

その下の写真2つは続いての記

事「アキバ攻略ガイド」。まあ普

通の秋葉原の観光案内だ。衛星ア

ニメの記事だけでは持たないの

で場つなぎ的に入れたような感

じです。この記事のすごいところ

は新千歳からの空路と八戸から

の新幹線経路をシミュレートし

ている点。

センターカラーの後は再び番

組ガイド。右最下段の写真は BS

デジタルのページである。「BS・

CS を載せて地上波を載せない」

番組ガイドは貴重だ。

こんな貴重な雑誌なのだが、次

の号が出ることは私の知る限り

なかった。奥付の「次号は 2006

年春ごろ発売予定です！」の文言

とアンケートハガキ（最下段左）

が今となってはもの悲しい。
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番組ガイドの後はまたカラー

ページにもどる。これまた穴埋め

的な「特撮トランス」（前ページ

最下段左）の後は、DVD レコー

ダーの記事（右最上段の写真）が

載っている。アキバヨドバシ店員

の解説付きだ。

その次（右写真 2 段目）は中原

麻衣と新谷良子の対談記事。二人

はあま喝ヒロイン CV なのでやは

り出版社の手前味噌だが構わな

い。衛星で見られるアニメなのだ

から。

許せないのはゲーム等商品紹

介のページ（右写真 3 段目）、そ

れに巻末～表 3（裏表紙の裏）の

「キャラアニ」広告（右写真最下

段）である。当時衛星未放映の

「Canvas2」の DVD や原作ゲー

ムのことを堂々と載せている。別

に関係ない特撮の話とかで誌面

を埋めてもかまわないが、こうい

う「見られない人に不快感を催さ

せるもの」に関しては、徹底して

排除する姿勢を示して欲しかっ

た。角川に媚びねばならない立場

ではあるまいワニブックスは。

「衛星アニメ専門誌」が出てい

ながら 2 号すら出なかった、とい

うのが悲しい現実なら、せめて

「地上波を排除したアニメポー

タル」をどこか作っておくれ。





あとがき
次回ですけど、いい加減に映像会社引きアニメ放映局辞典を完

成させなければいけませんよね。それ以外のネタとしては

WOWOW まとめ、TBS・MBS 関係まとめ、関東 4 独Ｕ局の追加

調査、ケーブルテレビネタの残りなんかがありますが、まあ夏参

加は考える時間がいっぱいあるんでもう少し考えてみます。

さて先述の「地上波を排除したアニメポータル」が実現するか

どうかはわかりませんが、筆者三池のブログはそんな感じにした

いと思い毎月奮闘中です。とりあえず「地上波無視」でのアニメ

衛星放映まとめは毎月欠かさずやっているつもりなんでぜひ。

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/
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