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まえがき
どうも、全国波東葛化期成同盟・議長の三池嵐次郎でございます。この度角川書

店が心を入れ替えたのか、衛星未放映の深夜系アニメは４月からほとんど発生して

おりません。正直嬉しいですが、三池個人としては振り上げた拳の収めどころがな

い状態です。懸案のアニメリスト本が完成する前に未放映問題が（一定程度）解決

してしまってすみません。謝ることではなく喜ぶべきことなんですが、予告しつづ

けている本が完成しないのは謝るべきことなんで、勘弁してもらえませんか。

さて、今回の本ではアニメに限らず放送の地域格差を考える上で基本となる「テ

レビの基礎知識」をまとめてみました。地域格差をなくすための建設的な議論の一

助になれば幸いです。

もうひとつ、今回の本ではTBSとMBS（毎日放送）のアニメ攻防史をまとめてあ

ります。犬猿の仲だといわれる両局ですが、MBSがTBSへの逆ネット、さらにはTBS

の子分であるBS-TBSへのネットを始めるまでの流れを振り返ってみました。

それではどうぞ、お楽しみください。
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復習しよう、テレビ放送の基礎知識
地上波のデジタル化はアナログ停波でひと息ついて、「放送と通信の融合」「放送

持株会社解禁」「放送局への出資規制の緩和」などのバズワードも落ち着いてきた感

じです。「これで放送業界は変わる！」と息巻いていたのも過去の話、「放送業界再

編」「県域放送制度の崩壊」など期待していたことは何も起きず、結局は「コピーワ

ンス」や「ダビング10」が追加されただけで不便な方向にしか変わらなかったとい

う有様です。テレビ北海道（TVh：北海道のテレビ東京系局）の道東地区進出だけ

が唯一の朗報でした。

しかし、仮にそんな「期待していたこと」が起きれば現在の放送格差がなくなっ

たのか、と聞かれても三池にはとてもそうとは思えないのです。

というわけで「事態はそんなに簡単ではない」ということ、そして問題を建設的

に解決するための議論の基礎となる放送の知識を復習していきましょう。

テレビの儲かるしくみ①放送時間の販売

我々ヲタがアニメを見ているテレビ。NHK以外は民間企業なので、利益を得る手

段として運営されています。利益を得られなければやっていけない、と言えます。

そんなテレビ局が利益を得る方法は大別して３つ……「放送時間の販売」、「番組

の販売」、そして「視聴料」です。それぞれ見ていきますが、まずは「放送時間の販

売」から。

テレビ局はCMを放映することで、そのCMを見てもらいたがっている人から対価

として収入を得ています（CM以外のものを見てもらいたがる人もいるのですが、そ

れはまた後ほど）。しかし、テレビCMは看板やポスターと違ってただ出すだけで見

てもらえるわけではありません。そのチャンネルを見てもらえるような、視聴者を

引きつける番組を作る必要があります。とはいえ、それには費用がかかるので、番

組づくりの費用を別途頂きますよ、というのが「タイム」契約です。

タイムのスポンサーは「この番組はご覧のスポンサーの提供で～」などと番組の

節目で紹介されます。また番組作りの費用を出しているので、番組内容に口を出す

ことが可能です。例えば「西原理恵子を使わないならこんな番組やめてやる」とス

ポンサーの高須クリニックが東京MXを脅すこともできるわけです。

タイムだと番組内容を決める権利があるので、前述の「CM以外のものを見てもら

いたがる人」もタイム契約をします。具体的には政府・自治体の広報番組、それに

通販番組や深夜アニメなどいわゆる「枠買取番組」の放送もタイム契約の一種です。

枠買取は「番組の物納」をするタイム契約、と言い換えてもいいかもしれません。

それとは別に「番組作るだけの金は出せないがCMは流してほしい」という人向け
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には「スポット」契約というものもあります。提供読みのないCMがあれば、それが

スポットCMです。「ステブレ」（ステーションブレイク。異なる２つの番組間に流れ

るもの）と「PT」（パーティシペーション。それ以外で穴埋め的に流れるもの）の

２種類があります（注：PTについてはスポットでなくタイムの一種である、とする

資料もあり、いまひとつ要領を得ません）。どちらにせよタイムと異なり口出しする

番組自体がないので、局や番組に文句は言えません。

テレビの儲かるしくみ②番組の販売

先ほどのタイム契約でCM出稿者から得た費用で作ったテレビ番組。これの利用権

で収入を得るのが、テレビの２つ目の収入源・番組販売（通称「番販」）です。

CM出稿者の出した費用で作っても、実際に番組を作ったのがテレビ局とは別の会

社でも、番組の権利はテレビ局のもの、という殿様商売的な契約が慣例になってい

ます。テレビ局はこれを使って放送する権利の販売や有料配信、DVD化などで稼ぐ

のです。

アニメに関しては例外的に、この権利や収入を番組を実際に作った会社が（も）

得られます。これは日本アニメの父・手塚治虫が「そんな安い額じゃ費用をまかな

えないから」とアニメ業界が勝ち得た権利です。そして独Ｕアニメなど枠買取形式

の番組は、そもそもテレビ局が作らせた番組ではないので、テレビ局は何の権利も

持っていません。作った者が権利者です。

「テレビ東京は番組販売が強い」とはよく聞く話ですが、それにしても売上全体

から言えば２割に満たず（一般番組の販売と地上波アニメ関連の合計）、売り上げの

８割は他局と同じようにCM収入が占めています。

テレビの儲かるしくみ③視聴料

上で説明した２つとは毛色が異なるのが「視聴料」を視聴者から集める、という

方法です。BSチャンネルのいくつかとスカパーの多くのチャンネルがこの方法で収

入を得ています。視聴料ではなく「受信料」ですが、公共放送のNHKもこれとほぼ

同じ方法で運営費用を得ています。

視聴者から「視聴料」を取ることにはデメリットがあります。それは「有料にす

ることで見てもらえる可能性を狭めてしまう」こと（払わなくとも視聴を妨げられ

ないNHKの受信料は除く）です。これは前述①のCM放送で収入を得る方法を主力

にする局にとっては致命的なデメリットですが、視聴料を取るテレビ局でもその「視

聴料を払うようなニッチな層向けのCM放送」で収入を得られる可能性はあります。

AT-Xで、放映されてもいないけいおんDVDのCMが流れているのがいい例でしょう。

まああれの収入など、製作委員会参加などによる番組調達費なんかと相殺されて消
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えてしまうのでしょうが……。

ところでAT-Xに関してですが、テレ東HDの平成24年３月期第３四半期決算によ

れば売上は34億7000万とのこと。15万件３か月分の視聴料合計が８億5000万とす

ると、視聴料収入は売上の４分の１でしかないことになります。AT-Xの「製作委員

会会社化」を示す計算結果と言えるかもしれません。

基本的には「CMモデルと有料放送は両立しない」という認識であっていると思い

ます。とはいえアニマックスやキッズステーションぐらいの規模になると契約数が

関西広域圏の世帯数に匹敵するぐらいある（どちらも800万台）ので、ある程度の

両立は可能（ポッカのレモンマンとか）になるようです。

海外の公共放送にはCMと受信料制度を両立させているところもあります。例えば

韓国KBSは独裁政権時に言論統制を目的に民放と合併させられたのをきっかけに

CMを放映できるようになりました。NHKは公共放送として、スポンサーの介入を

防ぎ番組の公平なスタンスを保つべくCMの放送はしていませんが、番組に口出しす

る権利をCM出稿者に与えないスポットCMなら、原理的には番組の公平なスタンス

を保ったままCM放映による収入を得られるはずです。余談ですが韓国KBSの受信

料は電気料金との抱き合わせで徴収されているので取りっぱぐれないそうです。こ

ういうがめついところはNHKも見習うべき（半分は本気・半分は韓国への皮肉）か

と三池は思います。

贴敏稿插j害插娄侵dYj朽淡錾┭匿华插刽

日本の地上波テレビ局は基本的に１つの都道府県でしか放送ができないことにな

っている。これにはテレビ放送の一極集中をさせないことで戦前のような情報統制

を防ごう、というGHQの意図があったとされる。結局その意図は「ネットワーク」

の誕生などで無意味になる（ネットワークについては後ほど）のだが、そうでなく

とも放送区域の県域制度には例外がある。３大都市圏をそれぞれ中心にした３大広

域圏は、その最たるものだろう。

東京・京阪神・名古屋は規模の大きな都市圏であり、関東・関西・中京地区の県

はそれぞれに大きく依存してきたことから、放送区域もそれら都道府県で一体のも

のとされている。「じゃあ独立局はなんなんだ」と言われそうだが、まあそれは後ほ

どネットワークにからめて説明することにして、ここでは各広域圏の広域局を表に

まとめておくことにしよう。関東の人間でも関西と中京の広域局の名前ぐらいは覚

えておくべきだろう。

関西と中京地区の広域局は日本で２番目３番目に視聴世帯数が多いので、放映番

組の格差などないだろう……と思うかもしれないが、実は意外な落とし穴がある。

両広域局は豊富な財力（比較的）と東京への対抗心、あと番販収入狙いから独自番
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組を多く作って放映し、在京キー局の番組をかえって流さない傾向があるのだ。言

うなれば「独自番組病」だ。MBSでTBSの「ワンダフル」を流さなかったこと（ア

ニメ部分だけはあとで再編集して放映した例もあったようだが）などが好例だ。１

日はどう頑張っても24時間しかないので、独自番組をやるほど東京発の番組は減り、

それが地域格差となるのである。

贴敏稿插j害插娄侵dYj朽淡鍪穿桨г晦码ЯYSb桨昌

３大広域圏とは別に、「２つの県を含む放送区域」が全国で２か所存在する。１つ

は岡山県と香川県を合わせた区域。双方の県庁所在地の頭文字から「岡高地区」と

呼ばれる。もう１つは鳥取県と島根県の山陰両県を合わせた区域だ。これらは「相

互乗り入れ」という作戦で、互いのテレビを受信しあう隣り合う２県を同じ放送区

域にすることによって区域内のテレビ局を増やし、ネットワーク系列の数をそろえ

よう……という目論みの産物とされている。

岡高地区はこの「相互乗り入れ」がうまくいって４系列そろうどころか、テレビ

東京系列まで手に入れることができた。「人口50万でテレビ局１つ」が目安とされて

いるので岡山県単独では４系列、香川県単独では２系列しかそろえられない計算に

なるが、それがこの「相互乗り入れ」で単独では成しえないテレ東系含むコンプリ

ート達成の快挙を実現したのだ。もちろん系列をそろえても、放送がなく見られな

い番組は多く出るのだが、それでも系列をそろえることが見られない番組をなくす

重要な条件であることは間違いない。

この「相互乗り入れ」を他の場所でも使えばいいのに、と考える人もいるだろう。

だがそれには「互いのテレビを受信しあう関係」が必要なので、これ以上の適用拡

大はできないと三池は考えている。実際に岡高地区では障害物のない瀬戸内海をは

さんで遠距離受信ができるし、山陰両県では鳥取県の米子（すぐ隣が島根県）に放

送局があったことが相互受信関係に大きな役割を果たした。ラジオではなぜか２県

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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分の免許を持てる、というのも大きい。なので単純に「大分３局で宮崎２局足して

５局だからテレ東見れるようになる」などとはいかないのだ。実際にそれをやるな

ら両県に中継局を増設しなければならなくなってしまう。TVhのカバーエリアがな

かなか拡がらなかったことを考えれば、おそらく乗り入れても無意味だろう。結局

設備や維持費の問題になってしまうのである。

スカパーと各有料チャンネルの関係のように、民放の放送設備もどこかでまとめ

て管理運営すれば（たとえばNHKが受信料を使ってやる、など）いいと三池は思う

のだが、それには民放は反対しているらしい。まあ報道の自由の面から考えると反

対はわからなくもないが。

放送区域の県域制度とその例外③NHK

NHK教育テレビは全国どこでも全く同じ内容である。前述の「なぜ県域か」とい

う理由を考えるとこれは理解しがたいことに思える。だがNHKの財布を握っている

のは行政機関である内閣ではなく、国民の選挙で選出される議員で構成された立法

機関の国会であるので問題ない。何かうまく丸めこまれた気がするが気のせいだ。

一方NHK総合テレビは全国共通ではない。それどころか民放よりも細かく放送区

域が分かれているところすらあるのだ。例えば北海道では札幌以外にも旭川、帯広、

釧路、室蘭、函館などなど各地に放送局がある。関西中京両広域圏でも各府県が別

の放送内容となっている。岡高地区でも岡山と高松でそれぞれ別だし、山陰両県で

も鳥取と島根が別の放送内容だ。福岡県に至っては福岡市と北九州市にそれぞれ1

局ずつある。北関東の３県分のNHKが県域化を果たした今、県をまたいで放映して

いるのは東京を中心とした１都３県のみである。

余談だが関東一のダメ独立局とちぎテレビの近年の深夜アニメ躍進は、NHK県域

化のおかげ（もちろんアニプレックスなど映像会社の力が一番だが）だともいえる。

垂れ流しが批判される民放と異なり、NHKは地域情報を評価される傾向がある。地

震や気象の情報はNHK、という人は民放信者でも多い。そんなNHKが県域放送を

始めるとなれば、とちテレに危機感が募るのも無理はない。生き残りのためには

NHKにはできないことをする以外にないのである。それが深夜アニメだったという

わけだ。

それにしてもNHKはここまで過剰県域化しているのに、全く県域放送している感

じがしない、というのはなぜなのか。それは民放と異なり、地域ニュースなどを除

いた「地域を問わず」楽しめる番組が放映されない、ということがないからだろう。

自局制作の番組を優先する等の理由で放映がないことはあるが、その場合でもそれ

で放映時間を失った番組に関しては深夜やBSで代替放映がほぼ確保されている。民

放はこれが出来ないので批判されるのだ。民放の番組は全てスポンサーの都合で決
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まる。その地域の受信者が楽しめるかどうかなどは関係なく、放映されなかったり

する。NHKは公共放送、テレビの設置だけで受信料を徴収されるが、そのおかげで

「当然の権利」として全国どこでも同じ番組を楽しむことができる。宣伝ができな

いことに連動して、地元人気商業施設などの話題がしにくい……という難点こそあ

るが、まあ人気商業施設などというものが3大都市圏や福岡以外の地元にあることは

少ないので、それがデメリットにならずに済んでいる。

普段はキー局垂れ流しのくせに、肝心なものに限って全国でやらない地上波民放

の不完全な「全国放送」を見るたびに、三池はNHKやBS/CSへの支持の思いを強く

するのである。次項からはその不完全な全国放送体制、ネットワーク系列について

の話をしたい。

熬按肮班шɡg`@b錾固叙dYj钨千

民放は県が単位だといっても、ニュースは全国から集める必要がある。だが取材

できる範囲にも限度がある。そこで各地の民放が協力関係を結び、取材した映像を

やりとりする方法が取られる。これが民放の全国ネットワークだ。日テレ中心の

NNN、TBS中心のJNN、フジテレビ中心のFNN、テレ朝中心のANN、そしてテレ

東中心のTXN……の５系列がある。

ネットワークにはもう一つ目的がある。放送枠を統一化して擬似的に「全国放送」

を実現することで、全国規模でCMを流したい大口のスポンサーを獲得することであ

る。そのために全国に通常の番組をやりとり（だいたいが在京局からの一方通行だ

が）をする必要があり、それにもネットワークは役立つのだが、系列によりニュー

スのネットワークとは別になっている場合がある。日テレ系のものはNNS、フジ系

のものはFNSと呼ばれている。テレ朝系にも同種のものがあるとされるが特に名称

はないようだ。TBS系とテレ東系にはこのような区別は存在しないとされる。

ネットワークについて②全国枠とローカル枠

民放の番組は全国放送の度合いによって３種類に分けられる。全局ネットが義務

付けられている番組、スポンサーが見つかればネットできる番組、そして全局ネッ

トを前提としていない番組だ。

全局ネットをネットワーク構成局に義務づけている番組の場合、キー局は全局分

のスポンサーを集め集金して、構成局に分配しなければならない。この金がネット

保証金とよばれるものである。ネットワーク構成局がキー局にスポンサー集めを委

託している、とも言えるし、キー局は構成局の枠を買っている、と言い換えること

もできるかもしれない。

これに対して他２種の番組を放送する場合、スポンサーを自分で探したり、番組
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を購入しなければならないため、敷居が高くなる。今まで労せずして金が転がり込

んできていた構成局が一転、逆に金を払うことになってしまうのだ。スポンサーの

難色で全局ネット義務を続けられなくなり、構成局が自力でスポンサーを探さなく

てはならなくなってしまうと、それのできない局では放映が打ち切られてしまう。

これがキー局以外での番組打ち切りの主要因である。ボーボボやワンピースはこの

いい例（よくないが）だ。

ネットワークについて③広域圏の中の県域局

さて、問題はあるものの基本的には役に立つこのネットワークだが、その（麻薬

のような）恩恵に預かれなかったり、または意識的に距離をおく局が存在する。3

大広域圏内に存在し、地デジ化前に「独立UHF局」と呼ばれていた県域テレビ局が

それである。これらの県域局は、広域圏内にあるがゆえに県域情報を大きく取り上

げられることがないことを憂いた各都府県庁、そして広域局CM出稿の金銭的な敷居

の高さについていけないローカル有力企業の後押しで誕生したものだ。各都府県の

県域紙やラジオ局、またブロック紙ながら産経新聞を上回る規模を持つ中日新聞・

東京新聞連合、TBSとは距離を置きたい方針の毎日新聞などが協力していることも

多い。いずれにせよ広域圏の中にある以上、既存のネットワークに加入することは

できず、上記各新聞などのサポートを受けつつ、いくつかのネットワーク未満のグ

ループを組んでこれら独立局は活動している。

広域圏の中に県域局がある例としてはこれら独立局の他に、テレ東系列のテレビ

愛知（TVA）、テレビ大阪（TVO）もある。２局は開局が遅かったために理不尽に

も県域府域での放送しかできなくなってしまった、とされている。特に京阪神では

テレビ大阪の設立が確執を生んだ。本来の放送区域ではないはずの大阪府に既に勢

力を持っていた兵庫県域局サンテレビは、これにより今まで主力だったテレ東系の

番組を止められてしまい、兵庫県北部や内陸部では衛星に頼る以外、それらを見る

方法がなくなってしまった。兵庫県でのポケモン地上波未放映は今なお継続中（情

報番組のポケモンスマッシュの放映はあるが）である。KBS京都に対しても同様の

番組拒絶政策が行われているが、こちらは任天堂が京都の企業であることもあって

か、ポケモンの地上波放映は行われている。さすが山内組長だ。

独立局同士の関係は関西と中京地区では前述のテレ東系列局、関東では都域局の

東京MXテレビを中軸に考えるとわかりやすくなる。関東ではMXが新興局ながら人

口規模で周辺の老舗局を圧倒しており、老舗局グループの盟主だったテレビ神奈川

（tvk）が反MXの旗手となり、６番目の全国ネットを目指す「東名阪ネット６」や

関東でのMX包囲網「５いっしょ３ちゃんねる」などの対抗組織を率いている。群馬

テレビととちぎテレビは東京から離れており、県内でのMX遠距離受信が厳しいこと
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もあり「５いっしょ３ちゃんねる」のみの参加で、両方に参加する他の３局とは温

度差が見られる。さらにとちテレは新興局ということもあり、親MX的な一面も強い。

関西でも前述２局の例と同様な、遠距離受信の可能性に比例した温度差が見られる。

サンテレビが反TVO強硬派、KBS京都は反TVO穏健派、奈良テレビとテレビ和歌山

が中立、そして関西２府４県で唯一大阪府に隣接していない滋賀県のびわ湖放送は

かなりの親テレ東である。実際はサンテレビとKBSがテレ東系列を嫌っているので

はなく、前述の通りテレ東系列がサンテレビとKBSを嫌っているのだが。というわ

けで奈良・和歌山・びわ湖の非京阪神３局はテレ東番組が多い。もちろんこれら親

テレ東独立局のテレ東番組量は系列局ほどではなく、深夜アニメなどは望めないの

だが、関西中京の場合広域局での独Ｕアニメ放映が多いのでトータルで見れはそれ

なりに見ることができる、ということも多い。

図１：独立局とテレビ東京系列の相関図

ところで合計700万と決して小さくはない人口規模の北関東を襲ったアニメ格差

の一因はこの「広域局と県域局の並存」である。このことによる「有力県域局への

番組の流失」は、番組の地域格差を解消しようとする時に注意しておかなければい

けない現象だ。例えばテレビ愛知は次のような売り文句で自局の優位性をアピール

している。「サービスエリアは愛知県とその周辺の369万8千世帯で、これは東海3県

の総世帯数の約93％にあたり、先発4局と比べても遜色がありません」。実際にテレ

ビ愛知での放映が決まってしまうと、同じ番組がぎふチャンや三重テレビで放映さ

れる可能性は大きく減少する。まして広域局で放映される可能性はほぼなくなる。

主要な地域（中京地区の場合は名古屋市周辺）で見られるかどうかが問題にされる

一方、周辺部（中京地区の場合は飛騨地方や南勢、熊野地方）で見られるかどうか

は無視されてしまうのだ。ここから考えると「地方の広域化で地域格差を解消する」

という考えは非常に実現があやしい。「どこかが切り捨てられる」事態が変わること

はないし、県庁などの介入で県域局が一部の有力県（宮城県や広島県など）に残っ
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た場合、番組が地域でそこだけの放映になる可能性もある。やるなら徹底的に民放

を完全全国１区域にし、県域民放を根絶しないと格差はなくならないだろう。NHK

の県域放送は残してさらにスポットCMの解禁をするなど、地方への懐柔策も必要に

なるはずだ。

ネットワークについて④害冗萎贴钙榴dɡ稗蔼熬按肮

「全国放映」などと言っておきながら全ての都道府県にテレビ局がある系列はな

いのが現状である。取材協力機構としての役割があるネットワークだが、系列局の

ない県の取材は近隣の局が行ったり、支局とよばれる出先機関を配置して行ったり

することで機能を補っている。だが視聴者にとって重要なのは番組配給機構として

のネットワーク、つまり「局がなければない系列の番組は見られない」という点を

どう解決するかである。普通は他系列所属の局が番組の購入やスポンサー主導の系

列外ネットなどで対処する（例えばテレ朝系のない県でも戦隊や平成ライダー、プ

リキュアなどが放映されている場合がある）が、それ以外にも荒技が存在する。２

つ以上のネットワーク系列に所属する「クロスネット」という方法だ。下に民放３

局以下の県（か地域）とその４大系列の状況を表にまとめておいた。

クロスネットはそれぞれのキー局からネット保証金がもらえるメリットがあるが、

荒技なので反動も大きい。一番つらいのはスペシャル番組への対応が非常にしにく

表２：民放３局以下の県（地域）の状況

県・地区 民放局数 状況

青森県 ３ フジ系なし

秋田県 ３ TBS系なし

山梨県 ２ フジ系テレ朝系なし

富山県 ３ テレ朝系なし

福井県 ２ TBS系なし、日テレ系とテレ朝系がクロス

徳島県 １ 日テレ系のみ（実質関西と同一区域）

高知県 ３ テレ朝系なし

山陰両県 ３ テレ朝系なし

山口県 ３ フジ系なし

佐賀県 １ フジ系のみ（実質福岡県と同一区域）

大分県 ３ 日テレ系とフジ系がクロス

宮崎県 ２ フジ系日テレ系テレ朝系３つがクロス

沖縄県 ３ 日テレ系なし
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い、という点だろう。ただでさえ複数の局の番組を１局に取捨選択しながら時間を

ずらして押し込むのに四苦八苦せざるを得ないのに、時間拡大などのスペシャル編

成などをやられてはとてもではないが対応しきれない。最近では大分県でフジ系の

AKB総選挙特番ができなかった例がある。地元出身のさしこが４位という快挙だっ

たのにこの失点は痛すぎると思うのだ。事情が事情とはいえこれでは県域局失格と

いわれても弁護できそうにない。「二兎を追うものは一兎も得ず」と言うが、まさに

そんな感じになる危険性がクロスネットにはあるのだ。

ネットワークについて⑤JNN協定

そんなクロスネットを禁止しているとされるのがTBS系列である。系列の掟

「JNN協定」に系列外の局にニュース素材を渡すことを禁止する項目と、系列外の

局から入手したニュース素材（言いにくい）を放送することを禁止する項目がある。

これらの条項にはそれぞれ、スクープは系列だけで独占しよう、そして他系列のニ

ュースがガセだったときの巻き添えを防ごうとする狙いがある。

一部に「この排他協定が番組の完全な全国放映の妨げになっている」という論者

もいるが、それはあまり的を射た意見ではない。JNN協定はニュース番組の問題で

あって、それ以外の娯楽番組のやり取りは文面上禁止してはいないし、番販も問題

なく行える。日５枠に関してもMBSやバンダイなどは秋田や福井での地上波放映こ

そしないものの、BS11などで可能な限り放映してそれら系列外地域でも見てもらえ

るような努力をしている。アニプレも頑張ってはよ衛星でスタドラやらんかい。TBS

系列に原因があるとすれば、それはネットワークの話の最初にした「ニュース系列

と一般番組系列の未分化」だろう。あとは全地域共通のスポンサー不足の問題であ

る。そちらはどうにもならないのだけども。いずれにせよ、クロスネットができよ

うとできまいと、民放の数がそろわない限り１日24時間の制限からは逃れられず、

本質的な解決は難しいといえる。

遠距離受信とケーブルテレビ

地上波局を増やさなくても１日24時間の制限から逃れられる、とっておきの方法

がある。それが隣県などのテレビを遠距離受信したり、ケーブルテレビで区域外再

送信したりする方法だ。民放の数が極端に少ない徳島県や佐賀県では、これらの方

法なしではどうしようもない。まあこの両県は人口の問題だけでなく、最初から県

外波受信をあてにできたせいで民放の数が増えなかった、という面も多分にあるの

だが。

遠距離受信はできる場所が限られるのが問題である。地形や距離での困難に加え

て、同じ周波数に地元波をあてがわれて目当ての局がつぶされるケースも、地デジ
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化に伴なって増えたといわれている。

ケーブルテレビの区域外再送信は、送信するために受信される局の許可が必要で

あり、これが関門になっている。そこに番組を買ってくれるお得意様がいると、再

送信される側の局は許可を出したがらない。これは番販の問題なので、権利を持っ

ているキー局以外は反対しない場合も多いのだが、それとは別に、番組を買って実

際にその県で放映している側の視点から見ると、それではわざわざ買って放映する

意味が薄れてしまうので面白くない。買って放映する場合、大体が区域外再送信よ

りも遅れ放映になってしまうのでなおさらだ。条件によっては放映断念もありうる。

ケーブルテレビをいっそ正式なネットワーク局にしてしまえばこれらの問題は解決

するのでは、と素人考えでは思うのだが、何かそれを阻むものがあるのだろうか。

やはり収入源の章で書いた「有料媒体上広告の効果への不安」だろうか。

ところで県域局とケーブルテレビの間にも、先述の「広域局と県域局」問題に似

たトレードオフが成立する。ケーブル局の区域外再送信では、隣県のテレビ局と完

全に同一なものが得られるが、その恩恵を受けるのはケーブルテレビの整備された

都市の中心部のみ（補助金などで山間部に引いてある場合もあるが）である。ホー

ムパス（ケーブルテレビの実効契約エリア）外では何一つ見ることはできない。対

する県域局による番販購入や系列外ネットでは全域での視聴が可能になるが、やる

番組は一部のみである。ケーブルテレビのない地区では県域局は少しだとしても系

列外の番組を流してくれる貴重な存在だし、逆にケーブルテレビのある地区では県

域局は完全視聴を阻む悪者でしかない。県域局が他系列の番組を流す力がない県は

ともかく、広島県や熊本県など、県域局に（中途半端に）力のある県でこれらの対

立は顕著だ。両県では県域局が県庁所在地でのケーブルテレビによるテレ東系列再

送信を握りつぶして勝利している。「それ勝利じゃなくて敗北じゃないか」という声

も聞こえそうだが、ケーブルテレビのホームパス外の人にとっては、見られないケ

ーブルテレビのせいで県域局が他系列の番組をやめて全て失うよりはずっとましな

のである。

胺拜澳概担j腮堂抒敌錾过硝k茧è剧j~j

ここからはなぜかアメリカのテレビ業界の話をする。アメリカのシステムはいく

つかの点で日本の枠買取番組（独Ｕアニメやテレビショッピング）との共通点があ

り、なかなか興味深いのだ。見ておいて損はしないと思う。

テレビ局の収入源の章で、番組の権利は全てテレビ局が持っていく話をしたが、

アメリカのテレビ業界ではそうではない、作った会社のものだ。これは頭では当然

そうなるべきものだと認識するわけだが、日本の現実はそうならなかった。実はア

メリカではテレビ局が番組の権利を持つのに法律で制限を課していたのである。「い
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た」というのは現在自由化でその制限はなくなっているからだ。制限がなくなって

も体質が変わらないのはどこの国も同じだろう。それにしても日本のテレビの法制

度はGHQが決めたのなら、なぜ日本では同様の法律を作ってテレビ局を牽制できな

かったのだろうか。

それはおそらく、アメリカではハリウッドマネーが強引にそういう法律を通させ

た（政府は乗り気ではなかったということ）のだろうと考えられる。現実にアメリ

カの番組制作会社は映画会社の子会社が多いので十分考えうる話だ。アメリカ映画

界は映画だけではなくテレビにおいても成功を収めたといえる。

さて、日本の映画会社は何をしていたのだろうか。答えは「役者と監督の囲い込

み」である。業界内で「五社協定」という取り決めを結んでテレビの足を引っ張り、

映画の地位を守ろうとする内向きの作戦だった。

「五社協定」は当初、東宝・東映・松竹・大映（今は角川が吸収）・新東宝（労働

争議で東宝から分裂、のち消滅）の５映画会社が、新興の日活による役者や監督の

引き抜きに対して作った組織だった。それがその日活を加えて前述の内向きな業界

ギルドに変貌したのである。この作戦に対してテレビはどうしたのかというと、映

画と関係ない舞台系の役者などを使って対応していた。また、プロレス中継などそ

もそも俳優を必要としない人気番組もあるのでそれほど困ってもいなかったのでは

ないかとも思う。結局のところ邦画の斜陽化は止められず協定も消滅した。

そんなわけで現在日本の映画界はテレビ進出をしている。例えば大映ドラマは今

でもネタとして親しまれているし（スチュワーデス物語とかスクールウォーズとか）、

東映はテレビ朝日の株主で刑事ドラマ（かつては時代劇も）が人気だし、東映アニ

メーションは間違いなく業界大手、スカパーには東映チャンネルがあり、チャンネ

ルNECOは日活系である。だが結局のところは映画がテレビに支配される構図にな

ってしまっている。邦画ランキングの上位を占めるのはほとんどすべてテレビ番組

（アニメやドラマ）の劇場版だ。そうでないのはジブリアニメぐらいだが、それに

したってスタジオジブリがすでに日テレに飼いならされている状態である。

まあ日本の映画界と議会システムでは法律を押し通すのは無理だったとは思うが、

それが成ってテレビ局の番組権利規制ができていれば、アニメ以外のテレビ格差も

独Ｕアニメ格差のように改善していけたのだろうか……と思えてならないのだ。

胺拜澳概担j腮堂抒敌鍪视仕窖篱d配舌潦

さて、そのアメリカの番組制作会社だが、番組は借金をして作っている。日本の

深夜アニメがそうであるように、番組から得られる売り上げを見込んだ上でだ。日

本の深夜アニメは市場が限られるのでブルーレイやDVDに入れてパッケージ販売

するしかないが、アメリカで一般向けに作られる一般の番組は、普通にテレビ局に
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対して再放送を目的とした販売ができる。それどころか初放映の段階から番組の売

り買いが可能（もちろんテレビ局側が初回を自前放映する契約で作る番組は別だが）

である。アメリカでは番販市場が確立しており「シンジケーション」と呼ばれてい

る。そこでは番組を見る目をもった仲買人（シンジケーター）が活躍しており、活

発な放映権の取引を行っている。なので番販が活発なアメリカのドラマはシーズン

ごとに放送系列が違うことがよくある。これは同じように作り手が権利を持つ日本

の独Ｕアニメでもよくある事例である。なのはしかり、まりほりしかり、ニャル子

しかりである。

日本でこうした仕組みがないのは、もちろん「番組の作り手に権利がないから」

の一言に尽きるのだが、ならその権利を持っているテレビ局が番販していない（よ

うに見える）のはなぜなのか。

番組を売る側の問題としては、そもそも局収入の大半を占めるのがCM放映代金で

あり、それで十分稼いでいるというのがある。「やるなら新作」という考えがあるの

で、なかなか番販にまで頭が回らない。そうこうするうちに次の新作に押されて忘

れられ、宝の持ち腐れになってしまうのだ。宝ならいいが、時期を逃して価値をな

くしてしまうことももちろんある。広告代理店も集金が仕事なので、旧作の活用は

専門外である。どういう番組が当たったか、という選球眼はあるので番販市場を牽

引する能力はあるが、やはり「やるなら新作」なので乗り気ではない。実際に番組

を作る側も「やるなら新作」で一致している局と代理店と勝負するのは得策ではな

く、テレビ局が買ってくれることを前提とした一般番組作りの見切り発車はなかな

か難しいだろう。

番組を買う側にも問題がある。まずいい枠は全て強制全国ネットになっている（ア

メリカではこれに対する規制もあるようだ）のでスポンサーも手を出しにくく、出

せてもそれを再放送にはしにくい。地方局は垂れ流し体質で番組を買うという考え

が薄い。そして何度も同じことを言っている気がするが、スポンサーがいないのだ。

アメリカの企業は全国規模になってもそのまま地方に本社を置き続ける場合が多い

が、日本の企業は全国規模になると多くが東京に新たな本社を構えてしまう。地元

の経済力がそもそも日本は弱いのである。

そんなわけで日本では市場がないので、完成品の番組確保は結局コネだったりす

る。独立局の項で話したとちテレの深夜アニメ増強（再放送じゃなくて遅れ初放映

だが）は本当に幸運だったとしか言いようがない。

究稼@Kěё胺拜澳ㄖǔ凹耙j拟高錾醇弯舍ííl`è>BG

まあ、今までの話をまとめると格差を解消するには結局金だということだ。ここ

からはそのために具体的に必要な金額を調べてみることにしよう。
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