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「萌はある日突然、空から 降ってくる」秋津京子

私は昨年の今頃、このう ちの半分も

ニコ動、ｐｉｘｉｖ、イ ープラス、ＵＳＴＲＥＡＭ 、ツイッター、そしてＡ ｍａｚｏ
ｎを始めと するネット通販……。
みなさま、これらのサ イトを活用してますか？

ろくろく 知りませんでした。それが 今やフル活用。
事の起こりは某アニ メ。友人から、ちょっと面 白そうなアニメが始まると 教えてもら

ったの が、昨年の春。
会社に雇われたヒ ーローが会社のロゴを背負 って悪と闘う世界。主人公 は盛りをすぎ

て今 や崖っぷちのおじさんヒー ロー。そんな彼がバディを 組まされたのが有能で生意 気
な新人で……。

あ あ『ＴＩ ＧＥＲ＆Ｂ ＵＮＮＹ 』
（以 下タイバニ と表記）の 事ね！ と 分かった人 は
話が早い。分か らない人は、サンライズの 公式ＨＰか、ウィキペデ ィアでもご参照くだ
さい。安易に２ｃｈなどに は飛ばないように（ここ大 事。男子禁制の異次元世界 を知る

ことになるで しょう ）
。
元々マーベル・コミック のヒーローもの映画が大好 きな私。日本を舞台にした ヒーロ
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ーものがあったらいいのに ！と常々思っていたところ に、この話。

そんなこん なで、第一話をなにげに見 たのでした。
ちなみに私、二十年前は 超がつくオタクでしたが、 ここ十年はすっかり枯れ はてて、

今や一般人 から見ればオタクだけど 、オタクから見たらただの 漫画好き、ぐらいのレベ
ル。 アニメにはまっ たのもエヴァンゲリオンが 最後？てな状況で時が止ま っており、

最近のオ タク事情もまったく知らな ければ、アニメを一話から 視聴するなんて珍しいこ
とでした。

そう、 はじめはあくまでもフツー のテンションで観ていたの です。
ところが７話で主 人公のオジサン、実は最愛 の奥さんとは死別らしい、 という悲しい

背 景が分かっ てから激 はまり。は い、今風に 言うと 、
「オジサ ン萌え～」 というもの で
すね。自分も今ま で知らなかった自分の萌え ポイントにびっくりです 。

と ころでこのアニメ、東京で は火曜日の夜１１時にＭＸ テレビで放送されていたの で
すが、実はその ３日前の深夜にＵＳＴＲＥ ＡＭでネット配信してい たのです。
これがまず、最初のカルチ ャーショックでした。

私が知らない 間にアニメはネットで観る ものになっていたんです ね。
衝撃だ ったの は自分 の家の ＰＣ環 境が悪 いと画 像が固 まった り落ち たりす ること で
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す。しかもネット配信って 素人には録画方法が解らな い！

録画がビデオテー プからＤ

ＶＤ、そして ブルーレイに進化したこ の時代に！
当初はテレビで放映され たものを録画して翌日に観 ていたのですが、だんだ んそれで

はがまんで きなくなり……。
気がついたら毎週土曜 日、深夜２時から息を詰め てＰＣの前に鎮座する生 活がはじま

ったので した。
ところで、このネッ ト配信、制作者にとって恐 ろしいこと（たぶん）に、 リアルタイ

ムで視 聴者数が出るのです。当初 はたったの１５００人だっ たそうです。それがあれ よ
あれよと人気が出 て、私が見始めたときには ３万人。その後、回を追う ごとに人数が増

え、 最終回には７万人を突破。 ちなみにこのアニメ、制作 者の意図は、昔アニメを観 て
いたおじさんへの 応援歌になるような作品、 だったそうですが、蓋を 開けたら、おじさ

壮観

ん ではなく女子（おばさんを 含む）が大喜び。そりゃあ 、子持ちやもめオジサン（ ただ
しイケメンに限 る ）
ががんば る話は同性のおじさんより 女性の方が好きかろう… …って 、
これはまた別の話になるの で置いといて。

想像してみて ください。全国７万人の女 子が深夜、ＰＣの前に鎮 座する姿を！
ですね。
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そして ネット でアニ メを視 聴した 大多数 の視聴 者がそ のまま ツイッ ターに なだれ こ

み、番組の感 想をチャット状態で語り 合い、深夜のＴＬをタイバ ニ関連の用語で埋め尽
くしたのでした。

当時は「朝 起きるとタイバニの話で ＴＬが埋まって、あぁ、今 日は日曜日なのね」と
曜日確認していた人も いたとの事。

このツイ ッターを使いこなすとい うのが 、まさに今のオタク 今事情 。このツイッター 、
情報収集にも大活躍 。

凄かっ たのは、作品にほんの一瞬 出てきた主人公の使った香 水が、朝にはツイッター
上でブランドが確 定し、その後、Ａｍａｚｏ ｎで速攻売り切れた、を皮 切りに数々の関

連商 品がネット上で売り切れた のでした。
私自身、カード 引き落としは怖いからとネ ット通販を敬遠していたの に、もうあちこ

っ ちのショップを登録しまく り。というか事前に登録し ていないと、数々の争奪戦 に敗
れるという恐ろ しい状況に 。
ついでにあちこちのＨＰに 押し寄せてはサーバーを 落とし 、
「タイバニクラスタ、恐る べし」と、言われたとか言 われないとか。

そうそう、ク ラスタという言葉も今回初 めて知りました。属性を 現す言葉だそうです
ね。ところでオタクのサガ として、好きな作品があ れば２次作品をつくりたく なる、も
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しくは読みたくなる、のは 今も昔も変わらず。

ここで第二 のカルチャーショックだっ たのが、ニコ動とｐｉｘｉ ｖの登場です。
動画、音楽、漫画、小説 、ありとあらゆる２次創作 活動を、大勢の素人が（ 中にはプ

ロも混じっ てますが）愛ゆえに作品 を無料でニコ動やｐｉｘｉ ｖにＵＰ。なにが凄いっ
て、
ＳＦ 大会や一部の大学のサーク ルの間でしか流通していな かったＭＡＤムービーや 、

即売会や 専門ショップに足を運ばな ければ手に入らなかった同 人漫画が、手軽にネット
上で観られるように なったこと。今やファンの 手による３Ｇ作成も当たり 前。

まさに 一億総クリエーター状態の 日本。
プロとして、お金 を払って買ってもらうとい うことが、どんなに大変な ことかをあら

ため て思い知らされた次第。
そうこうして迎 えたタイバニ最終回。なん とリアルタイムの深夜に映 画館での上演会

が 決定した のです。つ いでに全国 の映画館で ライブ中継 も決定。こ れもまさに 今風。
４万人のファン が深夜の映画館に集結。メ イン会場となった新宿バ ルトは１５０倍の
倍率だったという噂も。最 終回、ＵＳＴＲＥＡＭで７ 万人越えの視聴数があった ことを

考えると、実 に１１万人以上のファンが 深夜２時に最終回を同時に 観たという計算に。
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このチケット取りにも実に 大変でした。

昔はプラチ ナチケットを手にするため には電話をかけるか、チケ ット売り場に並ぶ…
…が、常識でしたが、今 はネットで買うかコンビニ で買うか、なのですね。

というわけ でイープラスの登場です 。これまた十年間、隠居し ていた身にとって、昔
の２大勢力だったチケ ットぴあやチケットセゾン はどうしちゃったの
イ ープラスっ

てなに
てな状態で。
電話で申し込んでい た時代は、ＮＴＴに勝手に 回線を切られても、歯ぎし りしながら
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過酷な争奪戦 があるだなんて初めて知り ました。
これはこれで深い話があ るのですが、長くなるので 割愛。

べ きものは昔も今も友ですね ！
まぁ、その後も フィギュアが発売されると あって、フィギュアクラ スタに混じって、
早朝からバンダイのイベン トに並んだりヨドバシに並 んだり……。オモチャ買う のにも

くだ さい。
ちなみに私、チ ケット争奪戦は負けました が、友人のおかげで無事行 けました。持つ

ひたす ら番号をリダイヤルするの が必勝法でしたが、今時の チケット取りはサーバー 落
ちだの回線切れだ ので手も足も出ない状態。 これ、必勝法知ってる人、 是非とも教えて

!?
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そんなこんなで、昨年はた った一年で空白の十年を 一気に駆け抜けたのでした 。
そしてこの タイバニ、今年映画化が決 定！
いやはや、おちおち隠居 もしてられないですね。

）を勝手に語 らせていただいたので、次 回はタイバ

これからも まだまだ踊らされるので しょうか？ あまり隠居生 活が長いと、現状につ
いていくのが大変なの で 、もう少し世間の動向に 目を向けてないとな 、と反 省した次第 。
と今回は主にハード 面（どこが

ニのソ フト面について語らせてい ただきたいと思います。
というのは冗談で 。長々、お目汚しごめんな さい。
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