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皆さんは TVCM を見たりビデオ・DVD レンタルショップに行き

見たことがないアニメを見つけた事はありませんか？

「今話題の○○アニメ化！！」

なんて書いてあったら見たくなるのも心情かと思います。

しかし、ここですぐに手に取りレジへって方は少ないのではないでしょうか？

ならばそういう人はどうするのか？

あなたがお店に行って気になった DVD ないしはビデオを見つけたらまず何を

しますか？

私の場合まずパッケージ裏を見ます。

私限定で言わずともほぼ１００％この行動をするのではないでしょうか？

なぜならば、そのアニメの監督・原作者・作成スタッフ・スクリーンショット・ストー

リーなど大まかな内容がそこに載っているから。

しかしながら、この情報はあくまで大まかなものであり、作品のすべての情報を

記載しているわけではありません。

これは当然のことです、パッケージ裏に作品のことが事細かく記載してあった

ら中身を見ることなく内容がすべて分かってしまい DVD・ビデオを借りる必要

がなくなるからです。

パッケージ裏にはその作品を見てみたくなるような事が記載してあります。

「平凡な学生だった主人公○○、ある日目の前に謎の○○が現れる！」

「主人公の周りで巻き起こる非日常的ドタバタコメディ！」

「長い戦いに終止符が打たれる！感動のフィナーレへ！」

と、適当な例を上げましたが

こんな感じで書いてあると思います。

これを見て「1 巻だけ借りて見てみようかな」という気持ちが芽生えるわけです

よ。
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ところがどっこい、1 巻を借りてみるなんて言ってもお金がかかるのですよ

旧作ならば１００円なり２００円なり・・・新作なら４００円近くするはずです。

確かに DVD を買うよりかはずっと安いです。

安い！

確かに安いんです！

３０００円・５０００円出すよりは安いんです！！

でも、考えても見てください。

1 巻を見て自分にとって物凄くつまらなかったらどうします？

お金を捨てたような気持ちになりますよね・・・・。

「何が話題だ！」と怒りますか？

「金返せ！」とクレームを入れますか？

それは大きな間違いです

そんなことで怒られては作った側にもお店にも大迷惑です。

いくら「話題の作品」と言っても１００人が１００人面白いと言っているわけではな

いのですよ。

TV ドラマやバラエティ番組で視聴率１５～２０％を超えれば

「大ヒットドラマ」とか「大人気バラエティ番組」と呼ばれます。

考えてもみて下さい、視聴率２０％・・・・・・。

言い換えれば、１００人中２０人見ている。

たとえ世間では話題の番組でも、100 人中 80 人は興味がなかったりして見て

いないのです。

人には個性・感性があり、それはそれぞれ異なっています。

だから例え腸煮えくり返るほど面白くなくても文句は言えません

たとえそれが話題の作品であっても・・・・・・・。
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では、そんな状況を回避するにはどうすればいいでしょうか？

お金をかけずにそのアニメを見てしまえば問題は解決するわけです

しかし、その「お金をかけず」という部分がどうしても難しいのです・・・。

一つの方法として　『放送中のアニメを見る』

という方法が挙げられますが、『放送中』ということは当然１話は見ることができ

ません、しかし何話でもいいので見ることができれば面白いか面白くないか判

断はできると思います。

でもこの方法は大きな問題点が一つありますよね

そうです・・・。

見たいものが放送中でなければならない

これは非常に大きな問題です。

そもそもアニメというものはそのほとんどが『子供向け』なのです

もちろん例外も数多くあります。

子供向けのアニメとなると大抵大人が見ることができない時間帯で放送される

事が多いのです。

例を挙げるなら夕方５時～７時という時間帯

この時間帯は仕事についている大人の方は見ることが難しいのではないで

しょうか？

大人向けのアニメというものもあります。

これは R18指定という意味ではなく、ストーリー的に子供向きではないものに

なります、こういったアニメは深夜帯０時～３時くらいに放送されるのです。

これも非常に厳しい時間帯です。

次の日に仕事がある人ならこの時間はアニメではなく夢を見ていたいでしょう

予約録画という方法をとっても録画失敗が怖い・・・・・。

まぁ最近のものは失敗しないようなハイテクマシーンになっています

技術の進歩って凄いですねぇ・・・・・。
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放送中のものならば頑張れば見ることはできます。

では・・・。

OVA版のアニメだった場合

この OVA が厄介なのですよ

OVA とはオリジナル・ビデオ・アニメーションの略称で DVD販売、レンタルの

みでの放送が主のものなので OVA は TV では放送されません。

よって DVD・ビデオを買うか、レンタルするしか見る方法はないのです

ならばどうするか？

一般的に最もお金をかけないで鑑賞する方法はレンタルです。

しかし、レンタルを進めてしまうとこのレポートの意味は皆無になってしまいま

すので他の方法をご紹介します。

ただし、今から私が紹介する方法は大前提として

１．パソコン(DVDが見れるスペックがあるもの)

２．インターネット環境

この二つが必ず必要になります。

タイトルには０円と表記していますがこの二つにかかるお金だけは別途必要と

なります。
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私が紹介するものは Woopie(ウーピー)という動画検索サイト

Woopie とは、You Tube やニコニコ動画などの動画サイトから一気に動画を探

し出す事ができます。

言い換えるとそれらの動画サイトに無いものは見ることは不可能となります。

そして Woopie だけでは常にインターネットに接続していないと見れません。

もしも、お使いのパソコンがデスクトップ型で今置いている場所から動かす事

なんてないよ。という人は Woopie のみでも構いません。

しかし、お使いのパソコンがノートパソコンで持ち出した状態でも見たいという

方には Woopie Video Desk Top というソフトをダウンロードしインストールしま

しょう。

Woopie Video Desk Top というものは Woopie の機能をインターネットブラウザ

を開かずに直接使うもので、オーディオソフトと似たような機能を持っているの

で動画を Woopie Video Desk Top に見たい動画を一度落としてしまえばイン

ターネットに繋がっていなくても何度でも見ることができます。

もちろん Woopie は無料で使用する事ができます。

これで見たいものを見れば失敗なんてありませんよね。

しかし、Woopie を導入したからといって見たいものをうまく検索し、落とせなけ

れば意味がありません。

検索の際、日本語で検索した場合主に You Tube やニコニコ動画から動画を

検索してきます、もちろんただ見ることには問題はありませんが、画質や時間

など少し難有りです。

時間の難とは、You Tube やニコニコ動画は３０分アニメの場合３つの動画に分

割されています。

気にしないのならばそれでまったく問題はありませんが、どうせ見るのならば高

画質で１つの動画ですませたいものです。

次はその方法をお教えいたしましょう。
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・英字で検索する

Woopie を使用するうえで覚えておきたいのが、Woopie は外国サイトの動画も

検索するということ、そして 30 分アニメのフルバージョンは大抵、外国サイトか

ら見つけてくるということを頭に入れておこう。

となると、見たいものを日本語で検索してはお目当てのファイルに行き着くの

が非常に困難になってしまう。

なぜなら、日本語で検索した場合ニコニコ動画からフルバージョンのファイル

は見つかるものの、かなりの確立でニコニコ動画側に削除されてしまっている。

そうなればどうするのか？

どうするも何も上に書いてある通りなのですが、外国サイトから見つける他ある

まい。

と、なると検索にもコツがいるようになる。

外国のサイトなので日本語で検索しても検索できるわけがないので、英字で

検索しなければならない。

例えば「アニメーション」というタイトルのものを見たいとすれば・・・。

「アニメーション」⇒「Animation」か「animation」

こういう風に英字にして検索をかけなければうまく検索できない。

少し前にも書いてある通り、動画サイトにアップされてないものはどう頑張って

も観覧する事はできないのでご了承ください。

さぁこれで、無料でアニメを見ることができるようになりました。
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あとは Woopie を使い続けるもよし

Woopie で一通り見てから DVD を購入するもよし

生かすも殺すもあなたしだいです

決して落とした動画をコピーして他人に売ったりあげたりし

ないようにしましょう。

必ず個人のみでお楽しみください。
※　Woopie で落とした動画は大抵 Woopie でしか再生できませんけどね(笑)
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