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「ドラゴンボール」 コンテンツ分析レポート

マクロ分析

コンテンツ概要

• 『『ドラゴンボール』 (正式表記：DRAGON BALL) は、鳥山明（BIRD STUDIO）による日本の漫画作品である。
• 『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて1984年51号から、1995年25号までの約10年半にわたって連載された（全519話）。
• 単行本は、新書版＝全42巻、2002年より2004年まで刊行された、完全版＝全34巻。

•作品誕生の背景
•創出価値・メッセージ

「ワクワク・ドキドキ」をテーマに、 「冒険」「成長」「再会」「修行」「ライバルとの共闘」…等を通して、「どんな強い敵でも力を合わせればきっと
勝てる」「（師匠から弟子へ/親から子へ/自分から友やライバル（敵）へと）受け継がれる勇気と信頼」をメッセージとして伝えている。

7つ全てを集めると、どんな願いでも叶えられるという球「龍珠（ドラゴンボール）」を探して世界中を飛び回る、主人公「孫悟空」とその仲間たちの冒険
や、途中で遭遇する（同様に「ドラゴンボール」を狙う）敵との戦いを描く。
あらすじ

個別ファクター分析

舞台

キー・ワード

キーアイテム
ピックアップ

演出面の特徴

マーケティング分析

コンテンツ確立・
人気継続の要因

人気を裏付ける
客観的データ

①少年編

②ピッコロ大魔王編

③サイヤ人編

④フリーザ編

地球（パパイヤ島・武道
寺、マッスルタワー、…
他）

地球（キングキャッスル、
パパイヤ島・武道寺…
他）

地球 / 天界（界王星）

ナメック星 / 地球

⑤人造人間・セル編

⑥魔人ブウ編

地球（セルゲーム会場…
他） / 未来の世界

界王新界 / 地球（パパ
イヤ島・武道寺…他）

冒険 / 成長 → 再会 / 敵対 → 協力 / 友情・努力・勝利 / 西遊記 / 里見八犬伝 / カンフー / 修行 / タイムトラベル / 気

龍珠（ドラゴンボール）

アイテム （如意棒/筋斗雲/仙豆…他）

技 （かめはめ波/残像拳/元気玉…他）

①ネーミング

②効果線

③コマ割り

①少年ジャンプにおける新機軸

②ゲーム的世界観

③編集者の存在

「ドラゴンボール」 は、シリーズ累計で1億5,000万部、（少年ジャンプ連載作品）歴代2位の売り上げ、世界で3億5,000万部の累計発行部数を誇る。
•国内外を合わせた世界規模の比較においても、 上位（日本の作品としては1位）にランクインしており、名実共に現代の日本を代表するマンガと言える。
•様々な人気ランキングに軒並み上位でランクインするなど、連載終了から人気の高さ、根強さが伺える。
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「ドラゴンボール」 コンテンツ分析レポート

•『ドラゴンボール』 (正式表記：DRAGON BALL) は、鳥山明（BIRD STUDIO）による日本の漫画作品である。
•世界中に散らばった7つ全てを集めると、どんな願いでも1つだけ叶えられるという球「龍珠（ドラゴンボール）」と、主人公「孫悟空」（そんご
くう）を中心に展開する「夢」「友情」「バトル」などを描いた長編冒険漫画である。
•『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて1984年51号から、1995年25号までの約10年半にわたって連載された（全519話）。
•各話数の通し番号は「其之○○」となっており、数字は漢数字で表される。
•単行本は、新書版＝全42巻、2002年より2004年まで刊行された、完全版＝全34巻。
•アニメ化も行われ、日本ではフジテレビ系列で放映されたほか、劇場版アニメや実写映画、多数の関連グッズやゲームソフトなどが生み出
されている。
•2009年からはフルハイビジョンにも対応したドラゴンボール改が放送されている。
•『ドラゴンボール』などの連載により、週刊少年ジャンプは1995年に販売部数653万部を記録。本作の連載終了後は同誌の部数が急速
に減少していくなど、影響も大きかった。
•その人気は、日本国内にとどまらず、アニメは世界40か国以上で放映※1 （70カ国以上という説もアリ）、コミックスは24か国以上で発売
され、全世界で3億5000万部を超えるヒットとなっている。
•アメリカでは『ドラゴンボール』のビデオとDVDの売上が2500万本を超え※2、フランスでは1987年9月からアニメ版『ドラゴンボール』が放送
されると、最高視聴率＝87.5%に達する※3などの大人気で、在仏日本大使館が毎年行っている「フランスで最も有名な日本人はだれか」
という調査では、鳥山明がトップになることもあった。原作コミックスは2008年7月時点で1900万部以上発行※4 、フランス語版の完全
版も出版されている。

※1： 東映アニメーション/ドラゴンボールZ DVD 単巻初登場!! （http://www.toei-anim.co.jp/ptr/dragonball/z/index.html）
※2： Dragon Ball Z Season One the Number One Anime Seller" ANIME NEWS NETWORK, May 17th 2007. （http://www.animenewsnetwork.com/pressrelease/2007-05-17/dragon-ball-z-season-one-the-number-one-anime-seller-year-to-date）
※3：

「足りません、映像ソフト 確保へ業界は“国際戦略”」 （朝日新聞 1989年12月2日付夕刊、17面）

※4： 「『フランスMANGA熱・中』少年ジャンプ全仏席巻」 （読売新聞 2008年7月30日付朝刊）
※フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』（http://ja.wikipedia.org/wiki/）、他の資料より抜粋して再構成
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「ドラゴンボール」 コンテンツ分析レポート

作品が生まれる
前提・背景

週刊少年ジャンプ
連載

従来の格闘アクショ
ンの流れを受け継ぐ

従来の格闘アクショ
ンの流れとは違う

主人公が野望や
デカい夢を持っている
リアルな痛み
血と汗と涙 熱血

こだわり
ポイント

カンフー映画

西遊記

南総里見八犬伝

父親が元レーサー

ブルース・リー

ジャッキー・チェン

（燃えよ！ドラゴン）

（酔拳）

主人公が無欲
野望や夢を持たない

武道大会

修行

孫悟空

仁義八行の玉

メカ好き

痛みを伴わない
ヴァーチャル的

天下一武道会

修行の数々

主人公が孫悟空
如意棒、筋斗雲

7つの龍珠探しの旅

ホイポイカプセル、他

とにかく 誰にでも
わかりやすく

エディプス・コンプレックス

サラリとした 読み味

不必要に
感動させない

王道的と見せかけて
ちょっと裏切る
へそ曲がり的展開

「キャラの性格」と
「動き」に重点

バカバカしさ

上京せずに
地元で創作

登場人物のネーミング

テーマ：「ワクワク・ドキドキ」

無国籍風の
タッチ

（いつも小学生の頃の気持ちで…）

親殺しの話

極度の
メンドくさがり

子供が親を越えていく

強さと
バカバカしさ(?)
が同居

ギャグ

龍珠探し
冒険

シリアス
格闘バトル

天下一武道会
成長→再会

友情・努力・勝利

強敵との対決
修行

敵・ライバルと
力を合わせて
戦う

ライバルとの共闘
死んだ仲間が
甦る

荒野での戦闘が多いのは
背景を描くのがメンドウだから
スーパーサイヤ人は髪の毛を
塗らなくていいからラク
街のシーンは描くのがメンドウ
なので3コマで破壊
スクリーン・トーンの切り貼りも
メンドウなのでやらない

集中戦/スピード線…等の
効果線を多用した作画

作品の生み出す価値
メッセージ

どんな強い敵でも力を合わせればきっと勝てる…
師匠から弟子へ 親から子へ 自分から友やライバル（敵）へと 受け継がれる勇気と信頼

独特のコマ割

※作者の過去のインタビューや著作物に掲載されたコメント、作品本編、その他資料を基に再構成
Copyright© 2014 contents KNOWLEDGE .All Rights Reserved. All contents/contents is licensed under contents KNOWLEDGE.

※「CAPE Report」は、関連法に基づき、インターネット等の情報を集計・編集し、弊社独自の分析・評価・解釈を加えたマーケティングレポートです。
※「CAPE Report」は、規約に同意されダウンロード購入されたユーザー以外への、データ複製・配布使用は禁止されています。

ドラゴンボール

基本設定

Only A Download
Buyer Can Be Used

5

「ドラゴンボール」 コンテンツ分析レポート

基本構成

• 「①少年編」では、ギャグ漫画的な要素が強いが、②ピッコロ大魔王編以降は、シリアスなバトル格闘漫画へと移行する。
• 「①少年編」では、龍珠（ドラゴンボール）を探して旅をする途中での仲間との出会いや敵との対決と、「天下一武道会」の試合の模様が
交互に描かれるが、「②ピッコロ大魔王編」以降は、敵とのバトル格闘シーンが中心となり、ボール探しの要素は減少する。
• 基本は、主人公の悟空の成長と共にリアルタイムに物語が進むが、「⑤人造人間・セル編」では、タイムマシンによって未来のトランク
スが登場するなど、「タイムトラベル」的な要素も加わる。

世界

• 「あの世（天界）」と「この世」に分かれており、この世は、「地球」「惑星ベジータ」「惑星フリーザ」「ナメック星」…等に分かれている。

舞台

• 主な舞台は「地球」。
• 「地球」は、東西南北に分かれているが、ひとつの統一国家で、 通貨単位は「ゼニー」。
• 地球には、大きく分けて3つの種族、「人間タイプ（ランチ、ブルマ、ヤムチャ…等）」「動物タイプ（ウーロン、プーアル…等）」「モンスター
タイプ（ピラフ…等）」が住んでいる。

年代

• 年号は「エイジ」。
• 物語の冒頭に「むかしむかし」という書き出しがあるが、「ホイポイカプセル」や「ドラゴンレーダー」といった現実の地球よりも高度なメカ
が登場するなど、過去なのか未来なのかは不明。

主人公＝孫悟空

•地球に住んでいるが、実は地球を滅ぼす（侵略する）ために、送り込まれた戦闘民族「サイヤ人」であったことが途中で分かる。

龍珠（ドラゴンボール）

•内部に1～7つの星が散りばめられた不思議な珠で、地球に1セット、ナメック星にも1セットある。
•7つ揃えると、地球の場合は神龍（シェンロン）を、ナメック星の場合は「ポルンガ」を呼び出せ、願いを叶えてもらうことが出来る。
•願いを叶えた後は石となって飛び散り、一定期間は効力を失う。
•物語中盤以降は、「願いを叶えるため」というよりも、主に、「（戦闘で死んだ仲間の）再生装置」として機能する。

天下一武道会

•武道家最高の名誉をかけて、数年に一度、地球のSOUTH AREA、パパイヤ島の武道寺で行われる武道大会。
•予選上位8名が決勝トーナメントに出場出来る。
•無制限一本勝負で、場外、気絶もしくは「参った」で、負け。相手を殺したり、武器を使用した場合は、失格。
•悟空と仲間たちの再会の場、修行の成果を見せ合う場、である。

敵

•目の前の敵を倒すと、さらに強い敵が現れ、その敵を倒すために、それまで戦ってきた敵とも手を組む。
•次々と登場する、③サイヤ人編」以降は、敵の強さを数値で表す「戦闘力」が頻繁に登場する。
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「ドラゴンボール」 コンテンツ分析レポート

ドラゴンボール （全519話）
大分類

小分類

舞台

キーワード
キー・アイテム

①少年編

②ピッコロ大魔王編

③サイヤ人編

④フリーザ編

⑤人造人間・セル編

⑥魔人ブウ編

1話～134話

135話～194話

195話～243話

244話～329話

330話～420話

421話～519話

•ドラゴンボール探し編
•亀仙人修行編
•第21回天下一武道会編
•レッドリボン軍編
•占いババ編
•第22回天下一武道会編

•ピッコロ大魔王編
•第23回天下一武道会編

•サイヤ人編

•フリーザ編

• 孫悟空は、ドラゴンボー
ルの存在を知り、ブルマ
と共に残りのドラゴン
ボールを探す旅に出る。
• 悟空は亀仙人の下で、ク
リリンと共に8か月間修
行を積み、天下一武道会
で準優勝する。
• レッドリボン軍との闘いな
どを経て、再びドラゴン
ボールを7つ揃え、殺し
屋桃白白（タオパイパイ）
に殺された聖地カリンの
ウパの父親ボラを蘇生さ
せる。
• さらに3年後の天下一武
道会では、前回と同じ準
優勝となる。

• ピラフ一味によって復活
したピッコロ大魔王によっ
て、クリリンや亀仙人など
悟空の仲間達が殺され
てしまう。
• 悟空は仇を討つため、ヤ
ジロベーや仙猫カリンの
協力を得て、大魔王との
闘いに勝利し、大魔王に
殺された神龍や仲間達
の復活のため天界で神と
会い、神龍復活の条件と
して独り天界で修行する
こととなる。
• 3年後、ピッコロ大魔王の
生まれ変わり＝マジュニ
アに勝利し、天下一武道
会初優勝を飾り、チチと
結婚する。

• 約5年後、悟空の実兄＝
ラディッツが来襲し、悟空
は自分が戦闘民族「サイ
ヤ人」であることを知らさ
れる。
• さらわれた息子＝孫悟飯
を助けるため悟空は、か
つての宿敵ピッコロと共
にラディッツを倒すが、自
らも死亡。
• ドラゴンボールによって
生き返るまでの間、悟空
は界王のもとで修業し、
サイヤ人の王子ベジータ
達と闘い撃破するが、多
くの仲間を失う。
• ピッコロの死により（同一
人物である）神も死亡、
地球のドラゴンボールも
消滅する。

• 神や殺された仲間達を甦
らせるため、大怪我で入
院中の悟空に代わり、悟
飯・クリリン・ブルマの3人
がナメック星へ向かう。
• そこでは、宇宙の帝王フ
リーザが、不老不死を求
めて、ドラゴンボールを略
奪していた。
• 悟飯達はベジータ、フ
リーザ一味との三つ巴の
攻防の末、ナメック星の
神龍・ポルンガを呼び出
し、ピッコロを蘇生。
• 悟空はフリーザとの闘い
において、伝説の戦士・
超（スーパー）サイヤ人
へと覚醒し勝利する。

地球（パパイヤ島・武道寺、
マッスルタワー、カリン塔…他）

地球（キングキャッスル、パパ
イヤ島・武道寺…他）

地球 / 天界（界王星）

ナメック星 / 地球

冒険
龍珠
（ドラゴンボール）

成長→再会
如意棒

筋斗雲

敵対→協力
仙豆

友情・努力・勝利
天下一
武道会

西遊記
里見八犬伝
ホイポイ
カプセル
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ドラゴン
レーダー

•ハイスクール編
•第25回天下一武道会編
•魔人ブウ編

•人造人間編
•セル編

カンフー
スカウター

• 約1年後、地球に帰還し
た悟空の前に、未来から
やって来たベジータとブ
ルマの息子であるトラン
クスが現れる。
• 彼は、3年後に2体の人
造人間が現れて絶望の
未来をもたらすことを告
げる。
• しかしトランクスも予期せ
ぬ人造人間や、究極生
命体セルが出現。
• 完全体となったセルは地
球の命運を賭けた武道
会「セルゲーム」を開催し、
悟空はこの闘いで命を落
とすが、その意思を受け
継いだ息子・悟飯がセル
を倒す。

• 7年後、悟飯の天下一武
道会出場と自らの出場の
ため、悟空は1日だけ現
世に戻る。
• 武道会の最中、魔導師
バビディによる魔人ブウ
の復活を阻止しようとす
るが失敗、魔人ブウは復
活してしまう。
• 悟天、トランクス、悟飯の
危機に、老界王神の命を
譲り受けて甦った悟空は、
ベジータと共に界王神星
での決戦で、特大の元気
玉によって魔人ブウを消
滅させる。
• 10年後、悟空は魔人ブ
ウの生まれ変わり＝ウー
ブとともに、修行に旅立っ
た。

地球（セルゲーム会場…他） /
未来の世界

界王新界 / 地球（パパイヤ島・
武道寺…他）

修行
戦闘力

タイムトラベル
かめはめ波

元気玉

気
タイムマシン
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1970

1980
空手・カンフー ブーム
1973
映画「燃えよドラゴン」公開

1985
ジャッキー（チェン）ブーム

1990
1986～1991 バブル景気
1991

1979
映画「酔拳」公開

リアル → ヴァーチャル（ノン・リアル） バブル崩壊！
1983
ファミコン発売

1975～1979
TV「Gメン75」公開

1986～ ドラゴンクエスト

アストロ球団

リングにかけろ

1972～1976

1977～1981

作品に対する強い影響力
担当

桂 正和
鳥山 明
ドラゴンボール
1984年～1995

キン肉マン
1979～1987

ギャグ
コメディ

ど根性ガエル

キン肉マン

1970～1976

1979～1987

トイレット博士
1970～1977

要因

担当

肉体的実感が無い
ヴァーチャル

1983～1988

肉体の痛みを伴う
リアル・
熱血

1968～1973

鳥嶋和彦

無欲・
無邪 気
自己犠牲
下らない夢

北斗の拳

ギャグ漫画から始まって、
格闘バトル漫画へ

Dr.スランプ
1984～1995

ギャグ漫画から始まって、
シリアスな格闘バトル漫画へ

ドラゴンボール
1984～1995

ドラゴンボール

少年ジャンプ

格闘
アクション

男一匹ガキ大将

特徴
天下を取る
何かデかい事を
壮大な夢

編集者

担当

これまでのマンガ

キャラクターデザイン

堀井雄二

①少年ジャンプにおける新機軸

②ゲーム（RPG）的世界観

③編集者の存在

• 「男一匹ガキ大将」で確立された、少年ジャンプの3つの
テーマ＝「友情」「努力」「勝利」は、その後の他の格闘・
アクション系作品と同様「ドラゴンボール」にも受け継が
れてはいるものの、それまでのジャンプの格闘・アクショ
ン系漫画の主人公が必ず持っていた、野望、欲望、イデ
オロギー、政治性、どデカい夢…といったモノが（主人公
の悟空に）全く無い、という点が大きく違っている。
• 「ドラゴンボール以前」「ドラゴンボール以降」といった表
現が使われるなど、（少年ジャンプの歴史において）それ
は新鮮かつ象徴的な出来事であったことは間違いなく、
結果的にかつてない程、国内外で広く多くの支持を得
た要因の1つとも考えられる。

• 「敵を倒すと、さらに強い敵が現れる」（＝ステージ・クリ
ア→ネクスト・レベル）、「ドラゴンボールを7つ集めること
で登場人物が死んでも生き返る」「仙豆等のアイテムを
ゲットすることで、パワーアップ」…など、ストーリー自体が
「ゲーム（RPG）的要素」を多分に内包している。
• そのゲーム的なヴァーチャルな世界観が、それまでのジャ
ンプの他の作品との違いを際立たせていると同時に、
ファミコン・ブームやバブル…といった、当時の時代背景
ともリンクしていたと考えられる。（実際に、編集の鳥嶋
和彦氏と作者の鳥山明氏は、ファミコン・ゲームソフト「ド
ラゴンクエスト」の制作に携わっている。）

• 80年代の少年ジャンプを牽引した、代表的な作品「Dr.
スランプ」「キン肉マン」「北斗の拳」「ドラゴンボール」は、
全て同じ編集者＝鳥嶋和彦氏が担当している。
• 途中からシリアスな格闘バトル漫画へと移行したのも、
鳥嶋氏の提案と言われている。
• 「キン肉マン」との多くの共通点（「敵を倒すとさらに強い
敵が現れ、その敵を倒すために、昨日までの敵とも手を
組んで共闘する」「強さを数値化した（超人強度/スカウ
ター）」…等）が見られる…など、（鳥嶋氏及び後継の近
藤裕氏、武田冬門氏も含めて）担当編集者の存在は、
作品に少なからず影響を与えている、と思われる。
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◆書籍

◆webサイト

• 「ドラゴンボール」1-42巻(ジャンプ・コミックス)
鳥山 明 （著） 出版社: 集英社

• 広告経済関連データ/広告景気年表
http://www.dentsu.co.jp/trendbox/adkeizai/index.html

• 「Dragonball LANDMARK 少年編～フリーザ編 (ドラゴンボール完
全版公式ガイド) 」(ジャンプコミックス)
鳥山 明(著), ジャンプ・コミック出版編集部 (編集), キャラメルママ（編
集） 出版社: 集英社

• ジャンプ連載最新部数
http://www.geocities.jp/wj_log/rank/rank0.html

• 「Dragonball FOREVER 人造人間編～魔人ブウ編 (ドラゴンボール
完全版公式ガイド) 」(ジャンプ・コミックス)
鳥山 明 (著), ジャンプ・コミック出版編集部 (編集), キャラメルママ
（編集） 出版社: 集英社
• 「少年ジャンプ 資本主義」
三ツ谷 誠（著） 出版社: エヌティティ出版
• 「マンガ進化論 コンテンツビジネスはマンガから生まれる! (P‐Vine
BOOKs)」
中野晴行（著） 出版社: ブルース・インターアクションズ
• 「マンガ産業論」
中野 晴行（著） 出版社: 筑摩書房
• 「マンガ脳の鍛えかた 週刊少年ジャンプ40周年記念出版」
門倉 紫麻（著） 出版社: 集英社
• 「ダ・ヴィンチ 殿堂入りコミックランキング150 マンガ史50年が生んだ
名作はこれだ! (ダ・ヴィンチブックス)」
ダ・ヴィンチ編集部（編集） 出版社: メディアファクトリー

• ジャンプ作品売り上げ推移
http://www.geocities.jp/wj_log/rank/

• gooランキング 最終回が楽しみな長編マンガ
http://cache001.ranking.goo.ne.jp/crnk/ranking/999/gam
e_i1cJrtI-L-hG_all/
• goo 宇宙最強だと思うアニメ・コミックのキャラクターランキング
http://cache001.ranking.goo.ne.jp/crnk/ranking/026/stro
ngest_character/p1/
• goo 思い出に残る「週刊少年ジャンプ」の漫画ランキング
http://cache001.ranking.goo.ne.jp/crnk/ranking/026/jum
p_comics/p1/

• 漫画データベース（初版部数に関するデータなど）
http://www.geocities.co.jp/AnimeComicPalette/1181/data.html#1
• 漫画のベストセラー一覧（海外を含めた作品一覧）
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%82%B9%
E3%83%88%E3%82%BB%E...
• ジャンプ歴代累計 漫画発行部数
http://shibuya-antenna.net/?p=906
• マンガ研究者・編集者 中野晴行
第7回：マンガ市場研究のお仕事 掲載：2007年12月14日
http://manganavi.jp/interview/job/20071214/
第27回 まんが界の教科書を作るお仕事 掲載：2008年12月26日
http://manganavi.jp/interview/job/20081226/
• 楽天市場トップ > ランキング市場 > 本・雑誌・コミック > コミック
http://ranking.rakuten.co.jp/rnk/navi/g101299/
• 歴代漫画ランキング1000
http://en-fukuoka.chicappa.jp/happy/cgibin/manga/database.cgi?sort=down4&keys7=%83W%83
%87%83W%83%87&keys6=&keys14=&keys10=&print=
50
• 漫画（コミック） ランキング
http://books.rakuten.co.jp/book/weeklyrank/comic/
• オリコン、ホーム＞ランキング＞コミック＞週間ランキング
http://www.oricon.co.jp/rank/obc/w/?cat_id=banner

• goo これから実写化して欲しいアニメ、漫画ランキング
http://cache001.ranking.goo.ne.jp/crnk/ranking/026/anim
e_from_drama/
• goo Twitterでフォローしたいアニメ・漫画の名言botランキング
http://cache001.ranking.goo.ne.jp/crnk/ranking/092/twitt
er_anime_bot/
• goo 年末年始の休暇中に読みたい大長編漫画ランキング
http://cache001.ranking.goo.ne.jp/crnk/ranking/026/vaca
tion_anime/
• goo 「こんなお父さんならいいかも！」と思う漫画の登場人物ランキン
グ
http://cache001.ranking.goo.ne.jp/crnk/ranking/026/anim
e_father/
• goo 手塚治虫作品をリメイクして欲しい漫画家ランキング
http://cache001.ranking.goo.ne.jp/crnk/ranking/026/tezu
ka_remake/
• goo お正月に全巻読んでみたい長編漫画ランキング
http://cache001.ranking.goo.ne.jp/crnk/ranking/028bk/ne
wyear_comic/
• goo 2007年最も検索された日本の漫画家名ランキング
http://cache001.ranking.goo.ne.jp/crnk/ranking/n07/n20
07_cartoonistrank/
• goo 強さのインフレを実写で表現して欲しい漫画・アニメランキング
http://cache001.ranking.goo.ne.jp/crnk/ranking/026/inflat
ion_anime/
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◆webサイト
• PHP研究所 THE 21 なんでもランキング書籍ランキング
http://www.php.co.jp/fun/ranking/books.php?genre=f

• オリコン 実写化してほしい漫画、1位は『SLAM DUNK』
http://life.oricon.co.jp/65760/full/

• パチンコの影響!? 30代40代で「花の慶次」が1位～世代別コミックラ
ンキング2010年4月12日(月) 16時37分
http://www.rbbtoday.com/article/2010/04/12/67028.html

• オリコン 最もアツいバトル漫画TOP10
http://life.oricon.co.jp/69406/full/

• 全巻読破ドットコム ランキングバックナンバー
http://zenkandokuha.com/user_data/event/rankingbackn
umber.html
• 漫画全巻ドットコム
http://mangazenkan.com/
• “SLAM DUNK”が第1位！ 20代女子に聞く「息子ができたら読ませ
たい少年マンガ」ランキング 2010年06月30日
http://escala.jp/rank/2010/06/slam_dunk120.html
• 女の子が自分の息子に読ませたい漫画ベスト10！ なんと〇位は『ジョ
ジョの奇妙な冒険』
http://materiamateria.blog49.fc2.com/blog-entry1294.html
http://news.livedoor.com/article/detail/4861138/

• オリコン 完結したが続編を読んでみたいマンガ、1位『SLAM DUNK』
http://life.oricon.co.jp/69084/full/
• ～日本マンガ文化の歴史 その強さの秘密は？そしてどこへ向かうの
か？～
http://www.geocities.jp/laugh_man_is/sampl2.htm
• 1980年の少年マンガ連載作品
http://www.80s.ne.jp/chrono/1980/comic.html
• 1981年の少年マンガ連載作品
http://www.80s.ne.jp/chrono/1981/comic.html
• 1984年の少年マンガ連載作品
http://www.80s.ne.jp/chrono/1984/comic.html
• ジャンプの年代別オススメ漫画
http://mangazenkan.in/nanndai2.html

• 2009.08.14ランキング 男女＆年代別人気マンガTOP10
http://suzacu.blog42.fc2.com/blog-entry-60.html

• ホーム＞ランキング＞役立つ！小ネタランキング
http://www.oricon.co.jp/rank/special/omrranking/f/103/

• 2010年11月 最も全巻読破された人気コミックランキング100
http://zenkandokuha.com/user_data/event/index.html

• アニメ年表 ※1957～2011
http://www.geocities.jp/ysigle/anime.html

• 2010年10月 最も全巻読破された人気コミックランキング100
http://zenkandokuha.com/user_data/event/ranking20101
0.html

• 今こそ漫画を“大人買い” - L-Cruise - 日経トレンディネット
http://trendy.nikkeibp.co.jp/lc/shun/050628_manga/
• 人気漫画年表
http://trendy.nikkeibp.co.jp/lc/shun/050628_001c.gif

• オリコン 後世に伝えたい漫画、1位は『SLAM DUNK』
http://life.oricon.co.jp/67730/full/
• オリコン 日本の漫画史を変えた作家TOP10
http://www.oricon.co.jp/news/ranking/78202/full/
• オリコン 世界に通用していると思う！日本のアニメランキング
http://life.oricon.co.jp/68091/full/

• 少年ジャンプの歴代人気キャラが駅貼りポスターで競演、缶コーヒー
「ルーツ」キャンペーン
http://markezine.jp/article/detail/3813
• 日本アニメ年表※1963～2001
（その1：1963～75）
http://hccweb6.bai.ne.jp/wnova/robot/anime/animesi.htm
l
（その2：1976～85）
http://hccweb6.bai.ne.jp/wnova/robot/anime/animesi2.ht
ml
（その3：1986～1995）
http://hccweb6.bai.ne.jp/wnova/robot/anime/animesi3.ht
m
（その4：1996～2001）
http://hccweb6.bai.ne.jp/wnova/robot/anime/animesi4.ht
m
• 世界のDRAGON BALL
http://www.worlddbz.net76.net/index.htm
• ドラゴンボールが7つ集まったらどんな願いを叶えますか？ 3000人ア
ンケート 2011年版
http://news.nicovideo.jp/watch/nw33198
• パチンコ台「ドラゴンボール」なぜ出ない 原作者鳥山明氏が反対して
いるから？2010/2/14 17:30
http://www.j-cast.com/2010/02/14060024.html
• ウィキペディア「ドラゴンボール」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%83%A9%
E3%82%B4%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%83%BC%E
3%83%AB

• アニメ年表 ※1958～2011
http://lain.gr.jp/mediadb/chronology
• 激動のジャンプ年表
http://homepage2.nifty.com/boycott/ronbun/nenpyou.htm
• 1985年～1989年少年ジャンプ連載漫画家相関図
http://emiebi.blog03.linkclub.jp/index.php?itemid=72886
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y株式会社コンテンツナレッジ（以下「当社」といいます）が提供する「CAPE Report」は、既存コンテンツ
の二次利用に類するものではなく、著作権法第32条および同第30条の3に基づき当社が独自に行
なう、データ集計及び評価分析作業に対する労働対価として有償で提供するものです。
y「CAPE Report」は、分析対象である各種コンテンツにおける客観的価値基準の確立とその普及およ
びライセンス契約の推進を目的として制作されているものです。
y「CAPE Report」を始めとする、当社独自ノウハウによるコンテンツの分析・評価・解釈を行なったレ
ポート資料等については、インターネット上の情報等を集計・編集することで作成しておりますが、あく
まで当社独自の解釈・評価・分析を行なった資料であることをご理解の上、ご利用下さいますようお
願い申しあげます。
y「CAPE Report」に記載された内容については、無断転載はお断りしております。「CAPE Report」はダ
ウンロード購入した方のみがご利用いただける商品となっております。当社にご連絡なく、加工・複製・
二次利用・WEB公開等の行為はお断りしております。これに反する行為が確認された場合には、当社
及び法的代理人による法的措置を執る可能性がございます。
y「CAPE Report」に関する取材・お問合せ等については、別途、 info@reconnaissance.jp までご連絡
下さいませ。
y「CAPE Report」を活用した上で生じた利益・不利益については、当社はその一切に関知いたしません。
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