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グローバルな社会における 
趣味縁による新たな情報流通 

～つながりを意識した地域振興政策～ 

道・市町村共同政策研究会 

2011年12月16日(金) 

於：中標津町役場 

北海道大学大学院 国際広報メディア・観光学院  
観光創造専攻 博士後期課程 

岡本健 



講演の概要 

グローバル化し、情報化した現代社会において、 

地域振興政策はどのようなあり方が考えられるのか 

地域外に居住していながら、地域を支えてくれる人々 

＝旅行者 の行動に着目 

趣味を旅行動機とした旅行者が 

地域振興に関わっている事例を分析し、 

地域からの効果的な情報発信のあり方と、 

地域振興政策について考察 



１．地域を支えるのは誰か 
―旅行者を含めた地域振興の可能性 



地域を支える人は誰か？ 

その地域に住んでいる方々 

その地域で仕事をしている方々 

それに加えて 

地域を訪れる人々（旅行者） 

地域を応援したい人々 

「旅行者」をただの「お客様」としてではなく、 
地域を支える人材であると考えてみる。 



２．社会の情報化とコンテンツ 
―デジタル化とネットワーク化 



現在は、社会が情報化している 
と言われている。 

1960年代～1970年代 

1980年代 

1990年代 

2000年代 

様々な情報化社会が語られ始める→政策立案 

様々な政策、ニューメディア、 
世帯単位個人単位でメディアが普及 

GUIの装備でPCが普及。ポケベル。携帯電話。 

ブロードバンド、HP・ブログ・SNS、 

個人の情報発信とネットワーク 

社会の情報化 



情報社会とは？ 

情報社会とは、簡単に言うと、 
情報通信機器が広く普及した社会のこと。 
特にここでは、デジタル化とネットワーク化が進捗した社会を指す 

情報通信機器が発達していない場合、 
情報内容とそれを運ぶメディアは不可分 

例えば、本と、その情報内容は切り離せない 

情報通信機器が発達すると、 
情報内容とそれを運ぶメディアを分けることができる。 

例えば、本の内容をデジタルデータにすれば、 
紙が無くても情報内容だけを送ったり複製したり編集したりできる。 

情報内容だけを指す言葉として「コンテンツ」が使われるようになる。 7 



３．旅行者の情報化 
―旅行情報として 

インターネットはどの程度普及しているのか？ 



データは、平成22年度版  
「観光の実態と志向」p.88 旅行の際に参考にするもの 
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データは、 
『旅行者動向 2008』pp.100-101 
『旅行者動向 2009』pp.100-101 
『旅行者動向 2010』pp.102-103 

「インターネットの検索サイト」を 
情報源として用いている割合 
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①20代、30代の男女、40代の男性で利用率が60％を超えている 
②30代以降では、年齢が上がるにつれて、そして、男性よりも女性のほうが利用率が下がる 
③ただ、20代女性の場合は、男性よりも利用率が高い。今後、世代、性別が拡大する 



４．アニメ聖地巡礼 
―旅行者の能動性はどのように発揮されるのか？ 



アニメ聖地巡礼とは、 
アニメの背景として描かれた場所に旅行者が訪れるという現象 

大河ドラマ観光と同じ現象？ 

最大の差異は 
個人による 

情報の編集、発信が盛んなこと 



書籍や新聞・雑誌記事を分析 

→１９９０年代に誕生 

→１０代から４０代の男性中心 

→情報をホームページで発信 

岡本健(2009) 
「アニメ聖地巡礼の誕生と展開」 
『CATS叢書 メディアコンテンツとツーリズム』 
1, pp.31-62.  
http://hdl.handle.net/2115/38112 

アニメ聖地巡礼の誕生時期 

アニメ聖地巡礼とは、 
アニメの背景となった場所を探して見つけ出し、そこを訪ねる行為 



「富山県城端市」 

『true tears』 

「宮城県仙台市・七ヶ浜町」 

『かんなぎ』 

「埼玉県鷲宮町」 

『らき☆すた』 

「広島県三次市」 
 

『朝霧の巫女』 

「兵庫県西宮市」 

『涼宮ハルヒの憂鬱』 

「場所の名前」 
 

『作品名』 

凡例 

「長野県大町市」 

『おねがい☆ ティーチャ―』 
『おねがい☆ ツインズ』 

「滋賀県豊郷町」 

『けいおん！』 

アニメ聖地巡礼の展開 



アニメの視聴 
+ 背景が実際に存在

するという情報 

外部情報 
ネット上の情報 
雑誌・新聞 

ＤＶＤ特典など 

内部情報 
 

記憶 

岡本健(2010) 

「コンテンツ・インデュー
スト・ツーリズム: コンテ

ンツから考える情報社
会の旅行行動」『コンテ
ンツ文化史研究』, Vol.3, 
pp.48-68. 
http://hdl.handle.net/21
15/43181 

アニメ聖地巡礼の動機形成 



① 開拓的アニメ聖地巡礼者 

  アニメを視聴し、様々な情報を収集し、該当地域 

を発見、特定して訪れる聖地巡礼者。 

② 追随型アニメ聖地巡礼者 

  アニメを視聴し、開拓的アニメ聖地巡礼者が 

発信した情報を用いて聖地を訪れる巡礼者 

③ 二次的アニメ聖地巡礼者 

  テレビのニュースやネットのニュースで 

聖地巡礼を知り、訪れる巡礼者、アニメは後から、 

という場合もある。 

アニメ聖地巡礼者の分類 



埼
玉
県
北
葛
飾
郡
鷲
宮
町
（現
・久
喜
市
） 

滋
賀
県
犬
上
郡
豊
郷
町 

豊郷小学校旧校舎群 

鷲宮神社と大酉茶屋 

アニメ『らき★すた』 
の聖地 

アニメ『けいおん！』 
の聖地 

どのような行動なのか？ 



聖地巡礼ノート 

鷲宮町・大酉茶屋 大町市・山正旅館 



痛絵馬 

鷲宮町・鷲宮神社絵馬掛所 







持ち寄られたグッズ 

鷲宮町・寿司店カウンター 

大町市・山正旅館 



鷲宮町・寿司店店内 

持ち寄られたグッズ 



鷲宮町の和菓子店店内 

持ち寄られたグッズ 



黒板アート 

豊郷町・豊郷小学校 

鷲宮町・大酉茶屋 







埼玉県幸手市・痛車 

痛車 



豊郷町・痛車 

痛車 



痛車 巡礼現場 

豊郷町・痛車 



ファンによるガイドブック（同人誌） 

おねてぃ・ガイドブック らき☆すた・ガイドブック 



地域がファンに応える 

豊郷・けいおん！コースター 鷲宮・絵馬形携帯ストラップ 

鷲宮・地元商店主の「らき☆すた」ダンス 鷲宮・地元商工会の車を痛車用に 



豊郷町・飛び出し坊や 
（けいおん！キャラ） 豊郷町・飛び出し坊や 

観光文化の諸相 



観光文化の諸相 
豊郷小学校旧校舎群 

地元のお菓子屋さんによるカメ型パン 

観光資源となる痛車 

ファン制作したスタンプ 



鷲宮町・土師祭 

観光文化の諸相 



「らき☆すた神輿」2008年 「らき☆すた神輿」2009年 

「らき☆すた神輿」2010年 「らき☆すた神輿」2011年 

観光文化の諸相 



鷲宮町・土師祭で 
地元住民がコスプレ 

鷲宮町・土師祭で 

ファンが水やチョココロネ
を配る 

観光文化の諸相 



WOTAKOIソーラン 



わしのみやMISSコン！ 
～俺の兄貴がこんなに綺麗なわけがない 



５．地域からの情報発信のあり方 
―ブログとホームページ 



• アニメ『らき☆すた』の聖地となった鷲宮町 
→『鷲宮町商工会ホームページ』（以下、「鷲宮HP」）で 

情報発信 

 

• アニメ『けいおん！』の聖地となった豊郷町 
→ブログ『今日の部室』（以下、「今日の部室」）で 

情報発信 

対象とするウェブサイト 



鷲宮HP 今日の部室
2010年6月 13,201 64,101
2010年7月 17,661 90,893
2010年8月 17,624 97,850
2010年9月 21,616 113,121
2010年10月 39,231 113,699
2010年11月 17,681 134,479
2010年12月 20,701 82,997
2011年1月 25,907 85,547
2011年2月 11,233 70,423
2011年3月 10,718 72,914
2011年4月 9,323 64,751
2011年5月 10,412 63,482

合計 215,308 1,054,257

両サイトのアクセス数（月別） 

鷲宮HP 今日の部室
最小値 121 1,193
最大値 12,281 16,280
平均値 589.9 2,888.4
合計値 215,308 1,054,257

n=365

両サイトのアクセス概要 



両サイトのアクセス数（月別） グラフ化 グラフ化 

「今日の部室」では、2010年11月が最も多い 

「鷲宮HP」では、2010年10月が最も多い 



両サイトのアクセス数（月別） グラフ化 グラフ化 

どのようにアクセス数が多いのだろうか 

日ごとにアクセス数の推移をみていく 



「鷲宮HP」の日別アクセス数の年間推移  
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「今日の部室」の日別アクセス数の年間推移 
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鷲宮HPの2010年10月 
アクセス数（日別） 
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ブログ「今日の部室」の2010年11月 
アクセス数（日別） 

2010年11月14日のアクセス数が最大。16,280アクセス 



アクセスの多い日に、何があったか 

① 鷲宮町では、 

「オタ婚活 鷲宮出会い編 ～三次元の君に届け～」 

の告知が出された。 

②豊郷町では、 

「ゆいあずBirthday Party ～Raspberry Sweet Teatime～」 

イベントの様子が写真付きで公開された。 
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アクセス最多日のリンク元 Yahoo!ニュース 

まんたんウェブ 今日もやられやく 



【鷲①】Yahoo!ニュース 
一般ユーザーも多数が閲覧するYahoo!のニュース 

Yahoo!トピックスに掲載されると、アクセス数が増加 

アクセス解析によるデータ取得 

【鷲②】まんたんウェブ（毎日新聞データベース） 

毎日新聞のデジタル版であり、アニメの情報も多い。 

Yahoo!トピックスに転載される。 

【豊①】今日もやられやく 
電子掲示板「2ちゃんねる」のまとめサイト 

→アニメファンが情報収集源として利用 



結論 

①地域からの情報発信が、 

    多くのユーザーに閲覧されている。 

②リンク元を比較してみると、 
★広く一般に向けたサイト 

★コアなファン向けのサイト 

→これらに取り上げられることによって、 

多くのアクセス数を集める 



アニメ聖地巡礼をめぐるコミュニケーション 



アニメ聖地巡礼の旅行コミュニケーション 

旅行者や、旅行者とコミュニケーションする他者（地域住民含）、 

つまり、旅行行動に関わる人々それぞれが情報の受発信 

情報空間では、さまざまな主体によって情報が発信され、地域に関する
データベースが構築されていき、情報が流通し、それを元に現地に訪れる 

★岡本健(2011) 
「交流の回路としての観光 ―アニメ

聖地巡礼から考える情報社会の旅
行コミュニケーション―」 
『人工知能学会誌』Vol.26, No.3, 
pp.256-263. 

★岡本健(2011) 
「アニメと観光」 
『よくわかる観光社会学』, 
ミネルヴァ書房, pp.48-49. 

これらの図を加筆修正 

現実空間では、「訪れてくれた人々に地域のことをよく知ってもら
う」「訪れてくれた人々にどのように活躍してもらうか」という工夫が必要 



現実空間での仕組みづくり 

①「地域のことをよく知ってもらう」 

・グッズを分散販売して、地域を周遊してもらう 

・飲食店スタンプラリーによって、 

地域で食事をしてもらう。 

→これによって、 

地域の人々もファンについてよく知ることができる。 

②「活躍してもらう」 

・イベントやグッズのアイデアを実現する 

・ボランティアとして、 

イベント実施やグッズ販売に関わってもらう。 

 



６．趣味縁によってつながる 
コミュニティオブインタレスト 

―つながらないはずのつながりの創出の場 



現実空間の 
個人 

現実空間の 
個人 

現実空間の 
個人 

現実空間の 
個人 現実空間の 

個人 

情報空間上で形成される 
コミュニティオブインタレスト 

現実空間の 
個人 

コンテンツ
ツーリズム 

現実の場所を訪れる 
つながるはずのなかったつながりの創出 



趣味縁によるつながりを活用した 
地域振興政策のあり方 

こうした現象は、アニメだけに特有のものでしょうか？ 

ポイントは、 

 ①趣味縁によるつながりである 

   コミュニティオブインタレストが形成される点 

 ②コミュニティオブインタレストが地域において、 

   うまく機能する点 

 
地域を限定したコミュニティに加えて、 

趣味によるネットワーク、インターネットを通じた情報発信、 

によって、新たなコミュニティが形成され、 

それによって地域政策を行っていく可能性が考えられます 


