フジテレビの BL アニメプロデューサーに聞く！

た映画が続々と公開されつつある。その

コロナ禍の影響を受けて延期されてい

は、テレビアニメで話題になった『ギヴ

ＮＸ」を立ち上げた。そしてこの８月に

Ｌに特化したレーベル「ＢＬＵＥ ＬＹ

られる同局のアニメ開発部が、昨年、Ｂ

――間もなく公開される『映画 ギヴン』

ずラブ』などのヒットを受けて、今秋に
ビ局が立ち上げるというのは、異色の取

Ｌのジャンルに特化したレーベルをテレ

根強い固定ファンがいるとはいえ、Ｂ

岡安 『ギヴン』は２０１７年頃、地上

つ頃から動き始めたものでしょうか。

げた経緯を教えていただけますか？ い

ーベル「ＢＬＵＥ ＬＹＮＸ」を立ち上

ＤＶＤなどのパッケージが従来のように

ＹＮＸ」です。もともとファン層が見え

いなと思って始めたのが「ＢＬＵＥ Ｌ

ネスとはちょっと違うものをできたらい
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中で今、話題になっているのは、男性同
と、日本で初めてとなるＢＬのアニメレ

この８月、フジテレビ製作の劇場アニメ『映画 ギヴン』が公開
される。同局のアニメ開発部では日本初の BL アニメのレーベル
「BLUE LYNX」を立ち上げたが、その取り組みについて聞いた。

士の恋愛を描いた作品だ。ＢＬというジ
ン』の劇場アニメが公開される。

は『窮鼠はチーズの夢を見る』というＢ
り組みといえよう。その企画を手がけて

ＢＬのアニメレーベルを
立ち上げた経緯

ャンルにくくられるのだが、
『おっさん

その中で、異彩を放っているのがフジ

Ｌマンガ原作の実写映画も公開予定だ。

波放送の深夜アニメ枠「ノイタミナ」の

それは非常に良いビジネスモデルなの

きたフジテレビアニメ開発部の岡安由夏

ですが、その一方で、大きなお金を出せ

テレビの取り組みだ。もともとテレビア

ＢＬの映像化の第一波みたいなものが

るような作品しかアニメ化しづらくなっ

企画として、動き出したものです。そし

２０１６年頃から起きたのですね。私が

ているという傾向を、２０１７年頃から

プロデューサーに話を聞いた。

りました。それが去年立ち上げたＢＬの

もともとＢＬが好きだったこともありま

個人的に感じていたのです。

ニメと劇場アニメの連動という戦略で知

アニメレーベル「ＢＬＵＥ ＬＹＮＸ」

したが、ビジネス的な観点からも、コア

そこで、大きく稼ぐようなものでなく

て大きく稼いでいくというスタイルを展

へとつながっていったのです。

なファンがいるＢＬの作品を作っていき

ても、一定のコアなファンが強くいる作

の後２０１８年に連続ドラマが大きな話

その前年、２０１６年頃から、ＢＬの

たい、フジテレビのアニメ開発部でそう

て、原作にはまだ続きがあったので、続

映像化にとって大きな出来事が２つあり

いうものを作っていこう、という趣旨で

開しています。

ました。１つは劇場アニメの『同級生』

品をアニメ化して、着実に回収していく

題になったことです。

です。興行収入的にＢＬ作品としては大

企画を立ち上げました。

きは劇場アニメでやろうということにな

きなヒットになって、ＢＬでこんなに映
けたのです。あともうひとつは、他局で

は売れづらくなっているという状況があ

ているコアなもの、万人受けではないけ

もともとアニメ業界全体の流れとして、 という、今主流になっているようなビジ

すが、ドラマ『おっさんずラブ』が２０

中で、事前に大きなお金を

ります。アニメの制作費も上がっている

画館に人が集まるんだというのを見せつ

１６年に単発ドラマとして放送され、そ

ＢＬの映像作品は
今年が「勝負の年」？

いこう、というところから始めました。

出してくれる会社を決めて、 れども確実にファンがいる作品をやって
大きな費用を掛けて、大き
く回収していくというアニ
メのビジネスが今、増えて

さえず

――２月に公開した『囀る鳥は羽ばたか

いるのです。フジテレビの
アニメ開発部でも、例えば

か？

』が「ＢＬＵＥ
The clouds gather
Ｌ Ｙ Ｎ Ｘ 」と し て 最 初 の 作 品 な ん で す
ない
ていただいて、大きく使っ

ｅｔｆｌｉｘさんと組ませ

「＋Ｕｌｔｒａ」の枠はＮ
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岡安 そうですね。正直、一作品目なの
興行の他に、配信などの二次利用、商品

ン層に絞る戦略をとった結果です。また、 映画化も発表されています。実写ドラマ

としてこれから改善していかなければい
総合的に結果を出していきたいと考えて

化、海外への販売も積極的に行うことで
してきたのではないでしょうか。

アニメも含めてＢＬ映像化の流れが加速

がきちんと結果を出したこともあって、

で、トライ＆エラーで、ビジネスモデル
けないところはたくさんありました。
もありました。それは、海外での反応で
少年の初々しい恋愛を描く、紀伊カンナ

も、沖縄の離島を舞台に、小説家の卵と

「ＢＬＵＥ ＬＹＮＸ」ではそのほかに

べた？』は、ＬＧＢＴ、ゲイの関係を描

――『おっさんずラブ』や『きのう何食

います。

す。２０２０年の３月時点で、台湾で公
さん原作の『海辺のエトランゼ』が、９

ただ、やってみて想像以上に手ごたえ

開された日本映画で１位になったり、あ

ＢＬをめぐる市場は
今どうなっているのか

とは、韓国で公開された際には、日本の

の企画も進めていたわけですね。

ビで放送されたわけですが、同時に映画

――『ギヴン』は、去年７月期に、テレ

た。

岡安 確かに今、ＢＬの映像化が非常に

がっているのですか？

品が多い印象ですが、マーケットは今広

――今年はアニメや実写でＢＬの映像作

きたいなと思っています。

ませんけれど、継続的に作品を出してい

後については、まだ具体的に発表してい

られていると思います。

し、
『おっさんずラブ』もＢＬの枠に括

恋愛を描いている点は同じだと思います

岡安 そうですね。どちらも男性同士の

するものなのでしょうか？

を描いたとされるＢＬと同じ流れに位置

いたものだと思いますが、少年同士の愛

岡安 はい、そうです。２０１７年にテ
頃、竹宮恵子さんや萩尾望都さんなどが

公開館数 館の倍以上の公開館数でした。 月 日に公開予定となっています。その

レビの企画を決めたときから、映画がセ
盛んになっていると思います。ＢＬを手
描かれた作品は、美少年の物語で少女漫

ＢＬの系譜をたどると、１９７０年代

――「ＢＬＵＥ ＬＹＮＸ」はテレビ局

ール美少年ということではないですね。

人公は 歳のヤクザです。今はＢＬイコ

公開した『囀る鳥は羽ばたかない』の主

人物だけで構成されていますが、２月に

例えば、確かに『ギヴン』は若い登場

に広げるのではなく、今見えているファ

映画の内容と宣伝のターゲットを、無闇

んでいただけたという感触ですね。ＳＮ

大きくて、ＢＬを普段観ない方にも楽し

実際に放送してみたら、非常に反響が

向いているということになったのです。

題にした作品なので、
「ノイタミナ」に

が非常に少なめであったのと、音楽を主

『ギヴン』に関しては、そういうシーン

マ『きのう何食べた？』もヒットして、

大ヒットがあって、その後に続いたドラ

流れとしては、
『おっさんずラブ』の

ーが行っています。

だから企画も立案も松竹のプロデューサ

ては、配給会社の松竹さんが幹事社です。

公開される『海辺のエトランゼ』に関し

が幹事社で動いているんですが、９月に

い』と『ギヴン』に関してはフジテレビ

て 異 な り ま す。
『囀る鳥は羽ばたかな

岡安 製作委員会の枠組みは作品によっ

す。

をＢＬと呼ぶようになっていると思いま

に限らず、男性同士の恋愛を描いたもの

それが今はどんどん形が変わって、少年

が手がけたＢＬレーベルという異色のも

Ｓでも反響が大きく、映画公開を前にＴ

「ノイタミナ」もそういったスタイルで

とおっしゃっています

のですが、プロジェクトは映画を主軸に

ｗｉｔｔｅｒのフォロワーは 万人にな
ＳＮＳで反響が大きい要因の一つに、

すが、自社幹事に拘らず、ラインナップ

う意味では、フジテレビの場合、ドラマ

――実写ドラマでヒットが出ているとい

の幅を広げられたらと思っています。

獲得していることがあると思います。先

との連動といったことも今後はあり得る
のですか？
ービスＦＯＤでは、オリジナル作品とし

い』のアジア圏での興行の例も、それが

は流せないようなシーンが多くあります。 ほどお話しした『 囀る鳥は羽ばたかな

て、
『ポルノグラファー』というＢＬの

映画でしたら年齢制限などをかけること

ＢＬのアニメ化に関しては、私どもも

岡安 フジテレビが運営する動画配信サ
初めてのトライだったのですが、日本国

ベースにあってのことだと思います。

はなかなか難しい面もあります。

実写ドラマを作っていて、地上波でも放
ＯＤを運営しているコンテンツ事業室は、

送されました。私たちアニメ開発部とＦ
どちらもコンテンツ事業センター内にあ

内だけでなく海外のファンにも目を向け
ています。

る組織ですし、今後、連動して何か作っ
ていければ面白いかもしれませんね。

はどういう枠組みでやっていくことにな
るのでしょうか。

――劇場アニメについては、製作委員会

ることでビジネスチャンスがあると考え

によって公開できるのですが、テレビで

性描写と密接に関係があるので、放送で

かかわ

考えているのですか？
っています。

劇場公開は 館と小規模です。それは、

というふうに決めていった形ですね。

ニメで、
「ＢＬＵＥ ＬＹＮＸ」でやろう、 とって、今年は勝負の年、重要な年だね、 画の派生から出てきたものでした。でも、

アジア圏での注目度の高さを実感しまし

ットでした。深夜のアニメ枠「ノイタミ
がけてきた出版社の方は、ＢＬ映像化に

くく

ナ」の企画として立てて、続きを劇場ア

11

岡安 はい。映画を主軸にして考えてい
ます。
『囀る鳥は羽ばたかない』はＲ

12

30

指定でした。ＢＬというジャンル自体が、 ＢＬ原作が海外でも翻訳され、ファンを
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