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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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深夜アニメはブルーレイやDVDの販売でアニメ製作の費用を充当しているわけ

だが、だとすればその差額の分しか放映枠の確保には使えないことになる。もちろ

ん利益を出すためにはできるだけ支出を減らすことが必要だが、アニメ作りの費用

を減らすことはもう無理だろう。やれることは全て（やってはいけないことすら）

やっている感じがする。よって枠代をより安くより安くするより他ない。その結果

が地上波の地域格差だったり、衛星シフトだったりするのだ。まずは枠代の前に、

アニメ自体がいくらで出来るのか、それを何パッケージ売れば回収できるのかを調

べたい。

ノイタミナのプロデューサーの話によると、アニメは１話1,500万ぐらいでできる

らしい。パッケージには大体２話分入っているので、3,000万の売り上げを出さない

といけない。その２話しか入っていないパッケージがおおよそ6,000円で売られてい

るので、単純計算で（本当は小売価格ではなく卸値で計算しないといけないのだろ

うが）5,000枚売れれば収支がつりあうことになる。これは販売用パッケージを作る

費用や放映のための枠代を全て除外した金額なので、実際のハードルはもっと上が

るはずである。「10,000枚売れれば大ヒット」と言われる現状や今でも語り草の「フ

ラクタル」の爆死ぶり、それにパッケージは第１巻が一番売れてその後は売れなく

なっていくことなどを考えると、やはり相当に厳しい世界だ。「原作を売るための広

告費」という考えで臨まないと実際耐えられないだろう。完全オリジナルがどうり

で少ないわけである。

「大ヒットレベル」の10,000枚売れたなら、余力は単純計算で3,000万。これが暫

定的な上限だと頭に入れて放映枠の代金を調べよう。ちなみに一般的なゴールデン

タイムの番組でも枠代は制作費と同じ程度というのが目安らしい。

究稼@Kěё胺拜澳ㄖǔ凹耙j拟高鍪鞍ǖ把菇勿

さて、それではアニメを放映するのに必要な額はいくらなのか。一般的には30分

の深夜枠をタイム契約するという形になるだろう。これを先述の上限3,000万、１話

分30分あたりに直すと1,500万を上限に確保したいが、その肝心の金額の資料という

のがなかなか出てこない。出所不明なのであれなのだが、２ちゃんねるのどこかに

あった書き込みが参考になったので、まずはそれを見ていこう。

今はこーらしいよ。

4 名前：ななし製作委員会[sage] 投稿日：2012/03/12(月) 13:04:23.58 ID:DhksQ1IA

[4/9]

http://imgur.com/FZQhY.png

※あくまで参考程度に



15

関東広域：540＞関西広域：280＞中京広域：200

TVO：180＞TVA：95＞TVQ：80＞TVh：40

MX,tvk：50＞SUN：45＞KBS,TVS,CTC：40＞その他独立局：30

リンク先がもうないのと単位が不明なのが難点だが、これが一番参考になりそう

な資料ではある。その他にネット上では４局分（福島テレビ、奈良テレビ、テレビ

和歌山、テレビせとうち）の放送料金表があった。大阪の広告代理店によるスポッ

ト料金表も一部参考になるかもしれない。資料については別のページにまとめて掲

載しておく。

奈良テレビ・テレビ和歌山の料金表、それに上記書き込みの「その他独立局：30」

を照合する限りでは、数字の単位は万円（深夜枠30分あたり）と推測される。（料金

表では奈良テレビが33万、テレビ和歌山が36万である。）これらを踏まえたうえで、

各テレビ局の受信世帯数と深夜枠30分のタイム契約料金、それと１円あたりの受信

世帯数を表にしたものが次ページの表３である。

ではこれにしたがって計算すると深夜アニメの放映にはいくらかかるのか。まず

は少し前の角川アニメの黄金パターンで計算してみよう。関東では南関東独Ｕ４局

で180万＋関西はサンテレビとKBS京都で85万＋テレビ愛知の95万=合計360万と

なる。この場合２話分のアニメ制作費と枠代の合計が3,720万円になるので、単純計

算で6,200枚が最低売り上げラインということになる。まあ角川は原作本も関連商品

として売れるのでもう少し売れなくてもペイするはずであるが。

テレビ東京系列上位３局ネットの場合は、テレビ東京が540万＋テレビ大阪が180

万＋テレビ愛知が95万＝合計815万（2775万世帯、国内54％）になる。いわゆる下

位３局を削ってこの値段なのか……。６局フルネットだと、上位３局815万＋TVQ80

万＋TVh40万＋せとうち35万＝970万（3440万世帯、国内66％）だ。意外と変わら

ないものだな、いやテレ東が取りすぎなのか……。

ノイタミナの話があったので３大広域圏のみ放映の場合も計算だ。540万＋280万

＋200万＝合計1020万（3045万世帯、国内59％、だぶり無視）になる。関東をMX

単独にするとMXが50万＋関西中京で480万＝合計530万（2595万世帯、国内50％、

だぶり無視）。あれ……テレ東１局分より安い？

関東がMX単独、関西がサンテレビ単独、中京は三重テレビ単独、それに福岡の県

域局を加えると50万＋45万＋30万＋80万＝205万。これはお安い。この組み合わせ

は局同士のだぶりがないので合計2,540万世帯、これでなんと国内全世帯数5,180万

世帯の49％をカバーする計算だ。TVhを追加すると245万円、合計2,790万世帯でカ

バー率は54％になる。
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こうやって見てみるとテレ東からアニメが逃げていった理由や、テレビ大阪がそ

れほど独Ｕアニメ放映に使われない理由、角川が三重テレビ＋ぎふチャンの組み合

わせに中京地区の放映パターンをシフトしつつある理由なんかがよく分かる。

究稼@Kěё胺拜澳ㄖǔ凹耙j拟高鏊á_mè尾销fjGāā

さてここからが本題だ。今まったく深夜アニメのない県に深夜アニメを誘致する

にはどうするか。受信世帯数は変えようがないので値下げで円あたりの世帯数を改

善してアピールするしかないだろう。

MXやチバテレビ、サンテレビなど独Ｕアニメ常連の局は、いずれも１円あたりの

受信世帯数が15を越えている。その一方でそれなりに独Ｕアニメが来ているはずの

表３：各テレビ局の深夜枠代と円当り世帯数

テレビ局
受信

世帯数
その出典

深夜30分

枠代
その出典

円当り

世帯数

テレビ埼玉 1,200万 公称値 40万 2ch 30.0

東京MX 1,280万 公称値 50万 2ch 25.6

テレビ神奈川 895万 子会社代理店調査 50万 2ch 17.9

チバテレビ 710万 公称値 40万 2ch 17.8

サンテレビ 680万 公称値 45万 2ch 15.1

KBS京都 425万 公称値 40万 2ch 10.6

三重テレビ 280万 公称値 30万 2ch 9.33

TVh※道東含む 250万 テレビ東京公称値 40万 2ch 6.25

テレビ和歌山 188万 大阪代理店資料 36万 公式 5.22

テレビ愛知 380万 公称値 95万 2ch 4.00

奈良テレビ 127万 大阪代理店資料 33万 公式 3.85

福岡県域局 300万 九州朝日放送

公称値

80万 2ch 3.75

テレビ大阪 665万 公称値 180万 2ch 3.69

テレビせとうち 115万 公称値 35万 公式 3.29

テレビ東京 1,730万 公称値 540万 2ch 3.20

関西広域局 870万 大阪資料４局平均 280万 2ch 3.11

福島テレビ 72万 公称値 28万 公式 2.57

びわ湖放送 75万 公称値 30万 2ch 2.50

中京広域局 445万 大阪資料４局平均 200万 2ch 2.23
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中京広域局が2.23と福島テレビにすら負けていたり、福岡を上回っているはずの奈

良テレビやテレビ和歌山は独Ｕアニメがなかったり（以前はこの２局、サンテレビ

かKBS京都の片方しか枠が取れなかったときにサブとして確保されることが多かっ

たような気がするが、最近はそういう話は聞かない気がする）、「やっぱり視聴世帯

数が必要か……」という感じも漂ってくる。

とりあえず目標を、最近独Ｕアニメが少ないという嘆きが聞こえてくるTVhを上

回る程度のKBS京都や三重テレビあたり、大体10と設定し計算してみよう。もとの

テレビ局はデータのそろっている福島テレビにする。１円で視聴世帯数10を確保す

るということは、視聴世帯数10で１円取れるということである。福島テレビの視聴

世帯数は72万世帯だから、深夜枠30分を福島テレビは７万2000円で売らなければい

けない計算になる。もとの値段設定が28万円なのだから、売り上げが一気に４分の

１になってしまう。いくらなんでもこれはありえない値段設定だろう。

目標が無謀すぎたようだ。今度は福岡県をターゲットに値段設定することにしよ

う。福岡県域局は１円で3.75世帯だ。3.75世帯で１円だから375世帯で100円、１世

帯で375分の100円、約分して15分の４円だ。福島テレビは72万世帯なので、福岡局

の水準に合わせると、売値は19万2000円だ。この場合売り上げは値下げ前の７割に

なる。まあこれならなんとか……なるのだろうか検討してみたが、なんとかそのレ

ベルの値下げを成し遂げたとしても、それで映像会社がアニメ枠を買うかどうかは

別問題だ。

先ほどの205万円で49％の世帯をカバーすると計算できる組み合わせ（MX＋サン

テレビ＋三重テレビ＋福岡局）を紹介したが、これに対してアニメが多いと思われ

る10都府県（埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・大阪・兵庫・京都・福岡・佐賀）

以外の世帯数は2,375万世帯、全国世帯数の46％である。この2,375万世帯をカバー

するテレビ局（地方局連合）を想定してその適正価格を福岡局基準（１世帯15分の

４円）で算出すると、633万円という結果が出る。地方局連合の「633万円で46％」

とモデルケースの「205万円で49％」……正直、残念だが勝負になるとは思えない。

ではその「633万円で46％」を昔の角川資金に適合するような「360万円で46％」

程度にもっていくにはどこまで値下げすればいいのか。2,375万世帯を360万円でカ

バーするのだから、１円あたり6.5972222……だいたい6.6世帯という結果になる。

１世帯あたりだと0.151578947368421052631578……475分の72円だ

これを福島テレビに適用すると、72万世帯に475分の72をかけて10万9137円。売

り上げは大体値下げ前の４割に低下する。ああ、やっぱり無理なのか……

ただ、可能性がまったくないのか、といえばそうでもないのでは、という話もあ

る。何度か話したとちぎテレビの例である。栃木県の世帯数は75万世帯。福島テレ

ビのものと大差があるわけではない。とちテレの公称視聴人口は600万らしいが、
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栃木県の人口は約200万である。県人口の２倍の県外視聴者がいるとは思えない。

南の埼玉県の人口が700万人、東の茨城県は300万人であっても、である。そして「そ

の他独立局」であるとちテレの深夜30分の枠代はおそらく、30万円台前半ではない

か、と予想される。費用対効果は差し引きであまり変わらないのでは、と思う。

でもまあ、結論としては地上波は諦めてアニメはBSとスカパーで見るべきだと思

います。何もそんな無茶な値引き合戦をして体力を削らなくても、個人で設備をと

とのえて視聴料を出すだけでほとんどのアニメは見られるようになったので。

テレビ局の放送料資料

料金表が公開されているケースは少ないが、あるなら視聴世帯数などのデータ同

様に「会社概要」のページにあることが多いようだ。「サイトマップ」を参照してみ

るのもいい。

福島テレビ＞会社概要＞放送料金表

http://www.fukushima-tv.co.jp/outline/fee.html
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奈良テレビ＞インフォメーション＞放送料金表

http://www.naratv.co.jp/tvninfo/price.htm

テレビ和歌山＞インフォメーション＞会社概要

http://www.tv-wakayama.co.jp/info/gaiyou.html
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テレビせとうち＞MediaData

分かりにくい場所にあるが、トップページの下のほうか、もしくはサイトマップ

に「MediaData」というリンクがあるのでそこだ。

http://www.webtsc.com/sales/
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ア・アド・エージェンシー（大阪の広告代理店）Cスポット料金・受信世帯数の表

http://a-ad.jp/baitai/tv-hyou.html
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（スポット料金表２）
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TBS対MBSのアニメ攻防史
申し訳ない、さらっと流すだけのつもりだった「テレビ基礎知識」編に熱が入り

すぎてしまった（特に福島テレビでの試算）ので、残りページと時間が足りないの

だ。TBS対MBSのアニメ攻防史は、今回は年表だけで勘弁してください。本当に申

し訳ない。

TBS系列のアニメ年表

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。
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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。

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とMBSjǔ凹耙雅龋潘井

TBS木曜深夜枠は「ジパング」とけいおん２期以外、BS-TBS土曜深夜枠で１か

月遅れ放映している。当枠のMBS放映は放映先が固定されていない上、上記の通り

サンテレビ送りになることもある。MBS発のアニメに関してはこれまた上記MBS

木曜深夜１・２枠「アニメイズム」放映のものはBS-TBS放映が土曜深夜に確約さ

れている。それ以外の枠買取系のものは依然としてどこで放映かの確証はないが、

まあBS11なりANIMAXなりAT-Xなりどこかしらでやるので心配は無用だろう。



あとがき
本当はTBSやBS-TBS、それにMBSの各枠アニメ変遷表なんかを作るつもりだっ

たんだけど本当に紙面と時間が足りなかったんで今回は本当にすまなんだ。冬には

もっとまともな体裁のものにバージョンアップさせておくので。テレビ料金関係で

ももっと調べたいことがあるので、より深く追求してみたいと思ってます。

ところで衛星を受信して視聴料も払えば見られないアニメのない、この私にとっ

ての「理想の世界」が実現すると、いつかそれが崩壊してしまうのではないか、と

かえって不安になってきてしまいますね。実際WOWOWアニメ黄金時代はあまりに

唐突に崩壊してしまったわけですし。そう、WOWOW帝国崩壊についての研究、そ

して総括を私達はしなければならないと思うのですよ、いつまでもこの「理想の世

界」を維持していくために。

とか言ってみましたが結局今冬のネタが何かというのは未定です。まあ確実に言

えるのは、懸案の「データブック」を出すのは無理だろうな、と……言いっぱなし

で本当に申しわけない。

三池嵐次郎は全国共通放送媒体のアニメ予定を紹介しています！

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

おくづけ
2012年8月12日

発行：全国放送波東葛化期成同盟

（ぜんこく ほうそうは とうかつか きせいどうめい）

発行人：三池嵐次郎（みいけらんじろう）
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