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巻頭言： CATS 叢書刊行に際して 

石森 秀三1 

 

 

世界はいま「大交流時代」を迎えている。全世界の外国旅行者数は、2020 年には 15 億 6

千万人に増加すると予測され、観光はまさにグローバルフォース（世界を変革する力）に

なっている。一方、現在の日本では、少子高齢化の進展に伴って、地域経済の大幅な縮小

が予想されており、観光を機軸にした交流人口の拡大による「地域再生」が重要な国家的

課題になっている。観光をめぐる大きな地殻変動が地球的規模で生じるなかで、21 世紀型

の新しい観光を創造することが不可欠の重要性を担うようになっているわけであり、いわ

ば「観光創造が世界の未来を拓く時代」が既に到来している。 

このような趣旨に基づき、2006 年 4 月に北海道大学観光学高等研究センターは設立され

た。爾来、日本の国立大学で唯一の観光学専門の高等研究機関として、「次世代を拓く観光

のあり方」について、既存の学問体系にとらわれない、ユニークな研究活動を多面的に展

開してきた。このたび、そうした研究成果を広く世に公開し、ご批判・ご批評を問い、ま

た関係者の皆さんとともに 21世紀の観光のあり方について考える材料となることを目的に

して、『CATS 叢書』（CATS は Center for Advanced Tourism Studies の略）を刊行すること

となった。 

私どもを取り巻く観光をめぐる状況は急激に変化し続けている。したがってこうした「社

会現象としての観光」の研究成果は、速報性を持たせていち早く世に公開する必要がある。

その一方で、より高度な観光創造学の構築を目指し、研究の蓄積を図っていく必要もある。

21 世紀の研究活動に求められる、成果の公開と蓄積のあり方を考慮して、『CATS 叢書』は

速報性を有する Web ジャーナル形式ならびに従来型の紀要形式（紙媒体形式）、という双方

の形式での刊行を行うこととした。 

 

今回、CATS 叢書の第一号として、観光学高等研究センター文化資源マネジメント研究チ

ームの研究成果『メディアコンテンツとツーリズム』を刊行することとなった。この研究

は、近年、若者層が生み出しつつある新しい旅の形態としての「アニメ聖地巡礼」や「オ

タクツーリズム」といった概念に着目し、こうした若者の旅行実態を把握し、今後の観光

                                                  
1 北海道大学 観光学高等研究センター長・教授。 

本稿「巻頭言」に関する一切の著作権は、原著作者（石森秀三）に帰属します。

shuzo@cats.hokudai.ac.jp 
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と地域振興の新たな関係性のあり方を考えることを目的として、2008 年度より同チームが

実施してきたものである。詳細は本書収録の論文をお読みいただければ幸いだが、このよ

うな研究を通して、私たちは、新たな旅行形態が生まれている社会背景とは何なのか、こ

うした旅行形態が若者の間にどのような文化（旅文化）を生みつつあるのか、そしてこう

した旅行形態を地域はどう受け止めて地域振興やまちおこしに繋げていけば良いのか、そ

の一端を掴めた気がしている。 

 

近年の日本では、若者の「自動車離れ」「スポーツ離れ」「旅行離れ」が問題になってお

り、とくにインターネットをはじめとしたメディア技術の普及やコンテンツの充実が若者

層のひきこもり傾向を助長しているという論評は広く世間の耳目を集める話題となってい

る。しかしその一方で、山村高淑（第 1 章）が指摘するように、それらが新たな「若者の

旅文化」を生んでいる点も積極的に評価すべきである。例えば、「コミケ」はその典型例で

あろう。コミケとは 70 年代に始まるコミックマーケット（マンガやアニメ作品の同人誌即

売会）のことで、昨年 8月に東京ビッグサイトを全館貸し切りで開催されたコミケには、3

日間で全国から約 3万 5,000 のサークルが参加し、総参加者数は延べ 55 万人を記録してい

る。 

また、岡本健（第 2 章）がまとめているように、近年、メディアコンテンツに基づく若

者の旅行行動がまちづくりに結びつく事例も散見されるようになっている。その好例が本

書で取り上げたアニメ作品「らき☆すた」の舞台となった埼玉県鷲宮町である。佐藤善之

（第 5章）、今井信治（第 6章）が詳しく報告しているが、今や鷲宮神社は「アニメファン

の聖地」となっている。鷲宮町商工会は一昨年より角川書店や地元商店、ファンと協力し

て、積極的に商品開発やイベントを実施している。その結果、2005 年に 6 万 5 千人だった

同神社への初詣客数が、2008 年は 30 万人、2009 年には 42 万人に急増した。 

アニメファンが地域のファンになり、地域住民と交流しながら地域づくりに参画してい

る経緯は、次世代ツーリズム、次世代まちづくりのあり方のひとつの萌芽形態として非常

に興味深いものがある。さらに現地ではインターネットを通して情報を入手した海外のフ

ァンもアジア諸国を中心に多数来訪している。こうしたことからも、メディアコンテンツ

が国境を越えて共有され、国内外の若者を惹きつける磁力になる可能性をうかがい知るこ

とができる。 

私はかつて、2010 年代に、アジア地域の経済発展を背景として、大量の旅客流動が起こ

るという予測を行い、これを「第四次観光革命」＝「観光ビッグバン」と名付けた。これ

は中国の経済発展などが大きな原動力となり、現実のものとなっている。鷲宮町の事例を

見ていると、山村（第 1章）が指摘するように、この「第四次観光革命」「観光ビッグバン」

を「情報革命」の側面から分析することも、現実に即した重要な側面ではないかと考えら

れる。 

私は、日本経済新聞「ゼミナール」欄（2008 年 8 月 19 日）、週刊観光経済新聞「視点日
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本の観光」欄（2008 年 8 月 23 日）において、「オタクツーリズム」という言葉を用いて、

SIT（Special Interest Tourism）の一類型として、こうしたサブカルチャーを文化資源と

したツーリズムについても本格的な研究が必要であることを提唱した。その理由は、若者

は若者なりに新しい観光を生みだす原動力として重要な役割を果たしつつあるのであり、

次世代を担う新たな動きを我々は看過してはいけないと考えるからである。 

いずれにせよ、本書が取り上げたテーマは、今後、情報化社会における新たな観光のか

たち、インバウンドマーケットを惹きつける文化資源のあり方を模索するうえで、非常に

重要な視点となることは間違いなく、観光創造研究として大きな展開可能性を秘めている

と確信している。ぜひとも読者諸賢のご批評を乞う次第である。 
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観光革命と 21 世紀： 

アニメ聖地巡礼型まちづくりに見るツーリズムの現代的意義と可能性 

 

山村 高淑1 

 

 

1. 「着地型観光」の次にあるもの：ホスト・ゲスト論の限界 

 
■「発地型観光」と「着地型観光」の共通点 

昨今の観光立国の議論において重要視されているのが、「発地型観光」から「着地型観光」

へのシフトである。具体的に言えば、企業が“旅行商品”を販売するために“送客”シス

テムを構築していくという旧来の「経済開発型モデル」（マスツーリズム）から、地域社会

が自らの資源を“旅行商品”として持続可能な形で維持・管理・販売するために“集客”

システムを構築していく「地域開発型モデル」（ニューツーリズム）への移行である。そし

て後者の具体的形式として、エコツーリズムや文化観光、グリーン・ツーリズムなどが注

目されている。 

 しかしながら、こうした具体的な取り組み事例や観光に関する学界での議論を管見する

限り、観光開発の主体こそ企業から地域住民へと大きく変わったものの、「観光」そのもの

に対する認識は全く変わっていないように見受けられる。つまり、少々乱暴な言い方をす

れば、今も昔も「観光」とは「地域資源を商品として取引・消費する仕組み」として考え

続けられており、その取引の主体を、「売り手」対「買い手」から「ホスト」対「ゲスト」

に変えただけである。アクターを二項対立でとらえ、資源取引を考えるという構造は全く

変わっていないのである。「観光立国」に関する議論でも、企業目標のように「○年までに

○○万人の入込客数を」という数値目標が独り歩きしてしまうことがその何よりの証左で

ある。 

 

■ホスト＆ゲスト論の限界 

 実は、こうしたホスト・ゲストの二項対立による資源取引として観光を考える現在の発

                                                  
1 北海道大学 観光学高等研究センター 准教授。deko@cats.hokudai.ac.jp 

【お願い】本章掲載の図 1-1、1-2 の著作権は Please!／バンダイビジュアルに、図 1-3、1-4

の著作権は美水かがみ／らっきー☆ぱらだいすにそれぞれ帰属します。これら図版の一切の転

用を禁じます。また、これら図版以外の本章に関する著作権は、山村高淑に帰属します。山村

高淑が著作権を有する箇所については、出典を明記された上での学術・非営利目的の引用はこ

れを禁じるものではありません。  
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想は、以下のような点において、現実と相当の乖離がある。(1) 都市部における居住形態

の多様化や、中山間地域における過疎など、そもそも地縁コミュニティそのものが機能し

なくなっているにも関わらず、あくまで地縁に基づくホスト社会を想定しており、現実に

則していない。(2) ホスト・ゲストの関係性で論じられる以上、居住者以外はいつまでも

「よそ者」であり、地域振興の主体として位置付けにくい。さらに、そもそも人口流動の

激しい時代において「地域住民」の定義があいまいであるため、今後増加するであろう、

二地域居住などの多様な居住形態に対応できない。(3) ホスト・ゲスト論では、観光は地

域固有の資源に基づくものであり、その所有者・管理者は基本的に地域住民である、とい

う大前提の下に議論が進む。しかしこうした前提では、近年、後述するように若い世代を

中心に、旅行者自身が文化資源を生み出し、それを共有していく形で観光活動が広がると

いう事例の説明ができない。(4) 二項対立で資源取引を考える以上、数値化可能な指標（た

とえば入込客数や経済効果など）が最重要視されるため、どうしても数値化不可能なエモ

ーショナルな部分は軽視される傾向にある。しかし、実は旅行者の満足度やリピーター化

率はこうした感性的な部分に大きく左右される。更に言えば、そもそも旅行者はホスト社

会の経済的取引相手と思われたくないものである。 

 

■次世代ツーリズムへ向けた視点 

 つまり、次世代ツーリズムを目指し、「着地型観光」論により「観光」自体を変えようと

しているのだが、本質的な構造はほとんど何も変わっていないのが現状なのである。こう

した状況は、高度経済成長期からバブル経済を経て地域を疲弊させてしまった旧来型のマ

スツーリズムから、次世代型のツーリズムを模索する中で生まれた過渡期的な状況と見る

のが妥当であろう。なぜならば、次世代ツーリズムの目指すべき方向性は「地域資源を商

品として取引・消費する仕組みとしての観光」ではなく、「新たな文化創造につながる感性

的ネットワーク（架け橋）構築の一形態としての観光」であるべきだと考えるからである。 

 これはこれまでの「着地型観光」に関する議論と全く異なる発想であるが、実は少し視

点を変えて我が国の観光の歴史を整理し、現代の若い世代がどのような旅行行動を採って

いるかをつぶさに観察することでその一端を伺い知ることができる。次節以降でそれを詳

しく見てみたいと思う。 

 
 
2．観光情報革命とは何か：マスツーリズム、ニューツーリズムの次に来るもの 

 

 本節では、その時代の観光行動を規定する最も重要な要素に着目して、戦後日本の観光

の歴史を大まかに整理してみたい。表 1-1 はそれを、後述する「観光情報革命」の内容も

含め、大まかにまとめたものである。 
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■戦後高度経済成長期（60～70 年代）：発地主導の観光の時代 

まず、戦後高度経済成長期（60～70 年代）は、交通インフラが観光行動を規定し、その

発展が新たな観光行動を誘発した時期である。新幹線やジャンボジェット機に代表される

ように、交通インフラの整備は、大量輸送化・高速化がキーワードであり、一時に輸送で

きる旅客数を最大化し、移動時間を最短化する方向へと進化をし続けた。したがって観光

行動は、自ずと交通網の整備された限られた土地へ、同時に大人数がまとめて効率よく訪

れる形態を採ることになる。これが我が国におけるマスツーリズム成立の背景であり、こ

うした観光形態を効率よくさばく方法として、旅行会社の規格化されたパッケージ商品が

発展した。こうして航空運輸業者と旅行会社が観光開発の中心を担うようになる。これが

いわゆる「発地型観光」である。 

 

■バブル経済前後（80～90 年代）：着地主導の観光の時代 

 これに続くバブル経済前後（80～90 年代）は、ハコモノ（観光施設）と地域資源の商品

価値とが観光行動を規定した時代である。バブル期においては地域外資本によるリゾート

開発が活発に行われると同時に、ふるさと創生事業（88～89 年）による観光振興を目的と

した施設整備や温泉掘削など、自治体による観光資源開発も活発に行われた。更にバブル

が崩壊すると、今度は荒廃した地域経済を立て直す切り札として観光振興が位置付けられ、

地域おこしの核としての施設や資源の再整備が進む。ただ、自治体行政には観光開発の余

力は無く、自ずと住民主体の観光まちづくりを志向せざるを得なかった。そうした経緯が

あり、マスツーリズムに代わる地域住民主導型の新たな観光形態としてのニューツーリズ

ムの取り組みが 90 年代に活発化するわけである。そして、現在の観光をめぐる趨勢は、一

般にこの後者の住民主導型「着地型観光」の流れにあると理解されている。 

 

■2000 年以降～：旅人主導の観光の時代 

 しかし筆者は 2000 年を境にこうした流れが大きく変わりつつあると考えている。それは、 

交通インフラ、ハコモノ・地域資源に代わり、観光行動を規定する最も重要な要素として

インターネットが台頭し始めたことによる大変革である。わかりやすい例を挙げれば、各

家庭へのインターネットの普及は、旅行会社を通さない航空券の購入やホテルの予約を可

能とし、個々人の観光形態に少なからぬ影響を及ぼした。これによってかつての航空運輸

業と旅行会社による発地型商品は根本的にそのあり方、存在価値を問われるようになった

のである。 

更に注目すべきなのは、個人が強力な情報発信ツールを得たという点である。つまり、

これまで観光に関する情報は、「発地型観光」であれば企業が、「着地型観光」であれば地

域の観光協会等が発信することが普通であった。しかしここに及んで、こうしたインター

ネット技術をいち早く身に付けた若い世代を中心に、旅行者個々人が自らのブログやホー

ムページで目的地に関する情報を発信、相互参照をし始めたのである。更に mixi 等の趣味 
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表 1-1 観光行動を規定する要素から見た戦後日本の観光の流れ 

 

 

 

 

時代区分とその時代を特徴付ける観光の潮流 

1960～1970 年代→ 1980～1990 年代→ 2000 年代～ 

マスツーリズム 

（発地主導の観光） 

ニューツーリズム 

（着地主導の観光） 

次世代ツーリズム 

（旅人主導の観光） 

観光行動を 

規定する 

最重要要素 

交通インフラ 

《観光輸送革命》 

ハコモノ（観光施設）・ 

地域資源の商品価値 

《バブル景気とその崩壊》

情報インフラ 

（インターネット） 

《観光情報革命》 

観光振興の焦点 
「着地資源＝商品」指向

（経済資源として） 

「着地資源＝商品」指向

（まちおこしの核として） 

「情報＝趣味」指向 

（趣味世界での独自の楽しみ

方、趣味情報ネットワークの結

節点としての地域・場所） 

旅に関する 

主たる 

情報発信者 

企業 

（旅行会社、 

航空運輸業者等） 

地域 

（観光協会、行政、 

NPO、住民等） 

個人 

（ブログ、SNS 等、 

趣味のコミュニティ） 

発信される情報

の主な内容 
発地商品 着地商品 個人の嗜好 

観光の現場で 

最重要視される 

相互作用の様式 

「企業」対「顧客」 

→一方向性 

「ホスト」対「ゲスト」

→一方向性 

「個」対「個」 

→双方向性から 

ネットワークへ 

観光振興で 

最も重視される 

コミュニティ 

企業コミュニティ 
地域社会 

（地縁コミュニティ） 
趣味のコミュニティ 

観光を巡る 

議論の特色 

企業利益 

（経営改善、 

投資の短期回収戦略） 

リゾート→地域再生 

（土地神話、投機、内発性、

地縁・排他性、 

よそ者・ボランティア論） 

生き方 

（嗜好性、遊び、粋、萌え、

同人的要素） 

時代的背景 大衆の時代 トレンド追求の時代 選択肢多様化の時代 

メディア 

コンテンツ 

の特徴 

お茶の間で見るテレビ 

国民的ドラマ 

国民的アイドル 

国民的大ヒット曲 

個室で見るテレビ＋ビデオ 

トレンディドラマ 

美少女→アイドル不在 

バンドブーム→J-POP 

ネットで見る動画 

ネットドラマ 

ネットアイドル 

初音ミク 
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で結びついたネットコミュニティにおいて、旧来の地縁や社縁（職場での人間関係）に縛

られない多種多様な観光に関する同好コミュニティが生まれ、例えばアニメーション（以

下、アニメ）作品など、これまで旅行会社や地域社会が思いもよらなかった対象が観光の

目的としてとりあげられたりするようになった。つまり、遂に旅行者は単なる顧客ではな

く、観光情報の発信者となり、観光を創りだす主体となったのである。 

 この状況はこれまでのホスト・ゲストの関係性から観光を考えるという常識を一変させ

る、観光における情報革命とでも言うべきものである。そしてその結果として若者層の観

光行動にも大きな変化が現れ、新たな文化創造につながりつつある事例が現れている。そ

の顕著な事例のひとつが、本書でとりあげる、アニメファンによる聖地巡礼行為である。 
 

■「第 4次観光革命」としての情報革命 

なお、上述したような変革を、石森秀三が提唱した「第 4 次観光革命」（石森 1996：23）

という文脈に位置付けることも非常に重要だと筆者は考えている。 

石森によれば、観光革命は 19 世紀以降、およそ 50 年周期で起こっているという。すな

わち、第一次観光革命（1860 年代）はスエズ運河やアメリカ横断鉄道など地球規模でのイ

ンフラ整備が背景となって起こり、第二次観光革命（1910 年代）はアメリカが経済発展し

たことにより、多くの中産階級が生まれ、彼らが好んでヨーロッパ観光に行くようになっ

たことにより起こった。そして、第三次観光革命（1960 年代）はジャンボジェット機の就

航による旅の大衆化によって起こり、さらに第四次観光革命は 2010 年代にアジア諸国の経

済発展を背景として起こるであろう、という見解である（石森 1996、石森 2001）。 

この第四次観光革命を、旅行者数の爆発的増大という観点から捉えれば、中国の経済発

展に伴う中国人海外旅行者の増大という形で既に革命は現実のものとなりつつある。その

一方で、観光の質的大変革（文化資源のあり方や観光情報・交流のあり方の変革）が、イ

ンターネットに代表される情報インフラの革新的進歩やメディアコンテンツの多様化を背

景として、日本から起こっている、と見ることはできないだろうか。いわゆる我が国のポ

ップカルチャーが国境を越えて受け入れられ、さらにはそれが特に若い世代を中心に外国

人旅行者の訪日動機を形成するに至っている現状も、こうした観点から捉えれば、観光研

究において真剣に研究すべき重要なテーマとして位置づけられよう。（例えば、2006 年 6 月

に仏紙リベラシオンが伝えた事件は、「訪日動機」に関して、新たな観光研究の視点が必要

であることを否応なく突き付ける顕著な例となった。同年 6 月末、16 歳のフランス人少女

2 人がパリから列車の旅を続け、ポーランドからベラルーシに出国しようとしたところを、

ビザ不所持の理由で国境警察が拘束。彼女らは、陸路日本を目指していたという。日本の

漫画やビジュアル系バンドの大ファンで、その発信元の日本に行こうと思い立ったという。

朝鮮半島までの陸路は鉄道を乗り継ぎ、海は船で渡ろうと計画していたそうである2。） 

                                                  
2 “Lorie et Jennifer, fugue sans visas vers le pays des Manga” Libération 2006 年 7

月 1 日。日本でも「「あこがれの日本」へ家出」朝日新聞東京版 2006 年 7月 5日（朝刊）6頁な
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■「双方向性の情報コミュニケーション革命」という視点 

またこうした流れに関連して、第一次観光革命から第四次観光革命に至る 50 年周期の変

革の波を、観光行動を支援するインフラの発達史として見ることも意義深いと考えられる。

つまり、第一次観光革命は運河・鉄道等の大規模交通インフラ整備がその背景にあり、第

二次観光革命はタイタニック号に代表される大型客船やアメリカでの自家用車の普及、チ

ャールズ・リンドバーグの大陸横断飛行、といったような交通機関（乗り物）の発達によ

るところが大である。そして、第三次観光革命はジャンボジェット機の普及による大変革

であった。つまり、これまでの観光革命はいずれも交通インフラの革新的発達によるもの

であった。ところが、これに続く第四次観光革命は、情報インフラ、すなわちインターネ

ットの普及による双方向性の情報コミュニケーション革命として捉えられるのではないだ

ろうか。もちろん A380 に代表される次世代大型旅客機の登場といった交通革命の要素もあ

るものの、より本質的・根本的な変革が、情報インフラの発達・普及によって起こりつつ

あると捉えることで、次世代ツーリズムのあり方を予測することの一助となるのではない

だろうか。少なくとも、本書でまとめる埼玉県北葛飾郡鷲宮町の事例を見ると、筆者はそ

のように強く感じるのである。 

 

 

  

                                                                                                                                                  
どの記事で報道され話題を呼んだ。こうした現象を 19 世紀のジャポニズムと同様の現象と捉え

る向きもあるが、当時と決定的に異なる点は、この事件が示すように、交通機関の発達を背景と

して、コンテンツへの興味が観光行動に容易に直結する点にある。さらに言えば、情報伝達のス

ピード、情報共有の同時代性、極めてサブカルチャー色が強い点、メディアとコンテンツの多様

性、なども、19 世紀のジャポニズムと異なる特徴であろう。 
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3．「アニメ聖地巡礼型まちづくり」の誕生 

 
■作品体験の同時代的共有 

VCD3や DVD、インターネットなどメディア技術の発達に伴い、我々は国境を越えて漫画や

アニメ作品を視聴することが可能となり、作品体験を同時代的に共有できるようになった。

特に 2000 年以降に登場した、バンダイチャンネル4などの有料動画配信サイトや、You Tube5

やニコニコ動画6といった動画共有サイトは、アニメ作品の視聴形態に著しい変化をもたら

した7。それまでの地上波放送やＢＳ放送では放映時間という制約があったのだが、今や好

きなときにいつでも見られる状況へと変化している。これにより、公開されたアニメ作品

がこれまでとは比較にならないスピードで広く視聴され、更には国境を越えて作品を視聴

した体験を同時代的に共有することが可能となった。 

 

■作品の視聴からアニメ聖地巡礼、そしてまちづくりへ 

こうして、あるアニメ作品の人気に火が付くと、若者たちが国境を越えてネット上の動

画共有サイトでその作品を視聴し、ネット上でその情報を交換、同時代的に共有された作

品の一部が、いわゆるアニメ聖地巡礼として国際的な人の動きを創るようになった。すな

わち、熱心なファンが、アニメ作品のロケ地またはその作品・作者に関連する土地を見つ

け出し、それを聖地として位置付け、実際に訪れる（巡礼する）という行為が発生し始め

た。こうした行為はこれまでの発地型観光・着地型観光とは決定的に異なる特徴がある。

それは、旅行商品が不要であり、旅行者自身が現地で楽しみを見つけ、地元住民とともに

新たな文化を創出しつつある、という点である。筆者はこの新たな観光形態には観光まち

づくりの考え方を根本的に変革するヒントが隠されていると考えており、実際にアニメ聖

地巡礼行為がまちづくりに展開した事例も具体的に散見されるようになってきている。こ

うした事例を本章では仮に「アニメ聖地巡礼型まちづくり」と名付ける。 
アニメ聖地巡礼型まちづくりの事例に共通するのは、当初、地域側は巡礼者が訪れるこ

とや、アニメによる観光振興など全く意図しておらず、アニメ作品のファンが繰り返し来

訪するうちに彼らが地域のファンとなり、結果として強力なリピーター兼まちづくりのサ

ポーターとなっている点である。本章ではそうした事例として三つのアニメ作品、『おねが

                                                  
3 Video-CD の略。CD-ROM に動画や音声などを記録したもの。DVD と比べ安価に製造できるため、

特にアジア地域などで映像作品の視聴用に広く普及している。 
4 株式会社バンダイチャンネル（BANDAI CHANNEL）。2002 年 3 月設立のインターネットを用いた

映像配信企業。主に商業アニメの本編、プロモーションビデオ等の配信を行う。 
5 2005 年 2 月にアメリカ合衆国カリフォルニア州サンブルノに設立された、インターネットで

動画共有サービスを行う企業。2006 年 10 月から Google のグループ会社。 
6 2007 年 1 月に株式会社ドワンゴの子会社ニワンゴが開始した動画配信関連サービス。 
7 なお、特にアニメーション作品と動画共有サイトとの関係性を論じるうえでは、現在の動画共

有サイトが著作権に関わる様々な問題をはらんでいる点に留意が必要となる。この点についての

議論は本稿の目的の範疇を超えるため、別の機会に譲りたい。 
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い☆ティーチャー』（2002）8『おねがい☆ツインズ』（2003）9と『らき☆すた』（2007）10を

とりあげてみたい。まずここでは以下、『おねがい☆ティーチャー』『おねがい☆ツインズ』

の事例についてまとめる。『らき☆すた』の事例については、次節でその詳細を整理する。 

 

■『おねがい☆ティーチャー』『おねがい☆ツインズ』の事例 

『おねがい☆ティーチャー』ならびに『おねがい☆ツインズ』はその舞台が長野県大町

市の木崎湖周辺（写真 1-1、写真 1-2、図 1-1、図 1-2）であったことから、放映後巡礼者

が来訪し続けている。 

こうした中、アニメファン有志と地元関係者が連携して、作品の時代設定である 2017 年

まで、今と変わらない美しい木崎湖の風景を残そうと、2007 年 8 月に清掃活動を核とした

環境美化運動「みずほプロジェクト」を実施11、2008 年 9 月には第 2弾が実施されている12。

更に同プロジェクト実行委員会は、旅館・民宿の廃業が続き木崎湖周辺の街路灯の維持が

困難になっているのを救うための募金活動も展開している13。また、地元飲食店のアニメに

関連する新メニューの開発14の開発をファン自らが手がけるなど、ファンと地元商店との共

同商品開発の動きも生まれている。一方、ファンの有志が、ファンクラブのホームページ

を通じて、現地を訪れる際に地元住民の方々に迷惑をかけないよう、訪問ルールや写真撮

影マナーの徹底を呼びかけたり、「あいさつ運動」を推奨して地元の方とすれ違う際に積極

的にコミュニケーションをとるよう呼びかけたりもしている。この点は、旅行者が節度を

守って自律的に地域と接している好例であり、通常の有名観光地では到底考えられないこ

とである。 

 

 

                                                  
8 2002 年 1 月～3月、WOWOW で放映。 
9 2003 年 7 月～10 月、WOWOW で放映。『おねがい☆ティーチャー』の続編。 
10 2007 年 4 月～9月、チバテレビなどの独立 UHF 局を中心とした 16 局で放映。 
11 「「聖地」木崎湖 環境守ろう アニメファンら清掃イベント」信濃毎日新聞 2007 年 8月 15 日

（朝刊）14頁など参照。 
12 「未来に残せ木崎湖の風景 アニメファン「聖地」清掃」大糸タイムス 2008 年 9 月 23 日参照。 
13 「街路灯存続に役立てて 木崎湖 アニメファンら募金寄付」大糸タイムス 2008 年 10 月 8日

など参照。 
14 「［おいしい店］星湖亭「まりえカレー」と「まりえアイスクリーム」＝長野」読売新聞東京

版 2008 年 9 月 13 日（朝刊）25 頁など参照。 
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写真 1-1 小熊山パラグライダー場から見た木崎湖（長野県大町市） 

（出所）2008 年 11 月 24 日筆者撮影。 

 

 

写真 1-2 木崎湖キャンプ場から見た木崎湖（長野県大町市） 

（出所）2008 年 11 月 24 日筆者撮影。  
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© Please!/バンダイビジュアル 

図 1-1 アニメ『おねがい☆ティーチャー』で描かれた木崎湖 

画像提供：バンダイビジュアル株式会社 

 

 
© Please!/バンダイビジュアル 

図 1-2 アニメ『おねがい☆ツインズ』で描かれた木崎湖 

画像提供：バンダイビジュアル株式会社 
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4． 「らき☆すた」をきっかけとした鷲宮町のまちおこしの経験 

 

■『らき☆すた』の事例 

一方の『らき☆すた』（図 1-3）は、その舞台のひとつである埼玉県北葛飾郡鷲宮町に多

くのファンを誘引している15（山村 2008）。章末に示した表 1-2 は、アニメ作品『らき☆す

た』と鷲宮町におけるまちおこしの展開経緯を時系列で整理したものである。ここでは重

要な出来事を取り上げつつ、詳しくその経緯を見てみたい。 
 

 

© 美水かがみ／らっきー☆ぱらだいす 
 

図 1-3 アニメ「らき☆すた」の一場面 

画像提供：株式会社角川書店 

「らき☆すた」主要登場人物の 4人。向かって左から、泉こなた、その友人で双子姉妹の柊つか

さ・柊かがみ、高良みゆき。このうち、柊かがみ・つかさ姉妹は、鷹宮神社の神主・柊ただおの

娘で、一家とともに神社境内に住み、正月などには巫女として神社を手伝っている、という設定。

アニメ版ではこの鷹宮神社が、鷲宮町にある鷲宮神社をモデルに描かれている16 

 

                                                  
15 なお「らき☆すた」聖地巡礼とまちおこしのあり方については、北海道大学観光学高等研究

センター山村高淑研究室と鷲宮町商工会が、2008 年 7 月より「メディアコンテンツと地域振興

のあり方に関する共同研究」を実施、その研究成果を随時共同ホームページ『鷲ペディア』で公

表しているので詳細はそちらを参照されたい。

http://www.cats.hokudai.ac.jp/~deko/washipedia.html 
16 また主要登場人物 4人の通う陵桜学園高等部は、アニメ版では原作者美水かがみ氏の出身校

である春日部共栄高等学校がモデルに描かれている。その他、アニメ版では、オープニングを中

心に、埼玉県内の鷲宮町、幸手市、春日部市、さいたま市大宮区などがモデルとなった場面が登

場する。 



山村高淑「観光革命と 21 世紀：アニメ聖地巡礼型まちづくりに見るツーリズムの現代的意義と可能性」 

CATS 叢書 Vol.1『メディアコンテンツとツーリズム』第 1章 
© YAMAMURA Takayoshi, 2009 

 14

(1) アニメ放映直後のファンの動き 

鷲宮町にアニメファンが訪れるようになったのは、2007 年 4 月のアニメ「らき☆すた」

のテレビ放送開始にさかのぼる。アニメでは、オープニングの一部に鷲宮神社の鳥居と門

前にある大酉茶屋（鷲宮町商工会経営の茶屋）が主要登場人物とともに描かれていたのだ

が（図 1-4、写真 1-3）、その場面はわずか数秒であるにも関わらず、これらロケ地がどこ

であるかを探り当てたパイオニア的ファンが徐々に鷲宮神社に訪れるようになった。アニ

メ放送開始直後は、ひっそりと神社を訪れ、ひっそりと写真を撮って帰って行く、という

パターンが多かったという17。 

この時期注目すべきなのは、テレビ放送が始まってわずか約 1 カ月後の 5 月 4 日に、み

ゆる～む伊月 SIDE 氏により、同人誌「らき☆すた TV アニメ化記念 FanBook「おっかけ！セ

ーラーふく」」が刊行され、鷲宮町を含むアニメのロケ地が紹介されている点である。ガイ

ドブック的要素が強い同誌をこのような短期間で刊行した背景について、同氏は、地元住

民に迷惑をかけたくなかったことが最大の理由であるとしている。当時インターネット上

で「らき☆すた」のロケ地探しの議論が盛り上がっていることを知った同氏は、このまま 

 

 

© 美水かがみ／らっきー☆ぱらだいす 
 

図 1-4 アニメ「らき☆すた」のオープニングの一場面 

画像提供：株式会社角川書店 

鷲宮神社の鳥居と大酉茶屋、柊かがみが描かれている。なお鷲宮神社はアニメでは鷹宮神社とい

う設定。 

                                                  
17 鷲宮町商工会経営指導員・松本真治氏へのヒアリングによる（2008 年 5 月 30 日、同商工会に

て、筆者による）。 
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では不特定多数のファンがロケ地を探して地元住民の生活領域をさまよい歩くことになる

のではと危惧し、そうなる前に、ロケ地を正しく紹介し、来訪するファンが迷わないよう

にしたかったと言う18。このように同人誌（ガイドブック）を通して、ファンのモラルや良

心、作品への愛へ訴えかけることで、ファンの巡礼行為をできる限り地元住民の迷惑にな

らない方向へと導いた功績は高く評価されて良い。初期の段階でこうした流れができあが

ったことが、結果としてファンと地元住民との友好な関係の構築に大きく貢献したことは

間違いない。 

 

(2) 初めてのイベント：「「らき☆すた」のブランチ＆公式参拝 in 鷲宮」 

その後、アニメ雑誌やインターネットなどのメディアを通して鷲宮町が「アニメ聖地」と

して広くファンの間で認識されるようになり、来訪者が急増した。一方、こうしたファン

の動向に着目した商工会は、どのように対応すべきか検討を開始し、来訪者へヒアリング

を行うとともに、著作権所有者である角川書店にコンタクトを取り始める。 

 

 

 
写真 1-3 鷲宮神社の鳥居と大酉茶屋（実際の風景） 

（出所）筆者撮影（2008 年 4 月 5日）。 

 

こうして 2007 年 12 月 2 日、角川書店の地域振興に対する特段の配慮により、「「らき☆

すた」のブランチ＆公式参拝 in 鷲宮」と題したイベントが、大酉茶屋並びに鷲宮神社で開

                                                  
18 伊月氏のご教示による（2009 年 2 月 22 日）。 
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催された19。このイベントは「らっきー☆ぱらだいす」20が企画、鷲宮町商工会・鷲宮町商

工会青年部が主催、4 名の声優21と原作者の美水かがみ氏が参加する形で行われた。このと

き、ファンのボランティア十数名がイベントの会場整理を買って出ており、その後、関連

イベントがある際には、毎回ファンによるボランティアチームが組成され、会場整理を担

当する状況が生まれている。プログラムは、まずランチタイムに大酉茶屋でファン向けに

特別メニューを提供、4人の声優が配膳やレジを手伝い、その後、柊姉妹役の二人の声優の

案内のもと他の二名の声優とファンが鷲宮神社を参拝する、というものであった。同商工

会によればこのイベントには 3,500 人の参加があったという（鷲宮商工会 2008）。 

 

(3) 「桐絵馬形携帯ストラップ」 

このイベントを皮切りに、商工会は、①せっかく来てくれたファンに喜んでいただくこと、

②この動きを地元商店の中長期的な経営改善につなげること、を目標に掲げ、オリジナル

グッズの制作・販売、商店街でのファン対象大売出しなどの企画を次々と実施していく。

特にグッズの制作においては、商工会はファンを裏切ることはできないとの理由から、フ

ァンの意見を徹底的に聞き、ファンの有志と共同で開発作業に当たっている。こうして開

発されたのが「桐絵馬形携帯ストラップ」である。これは「らき☆すた」のキャラクター

が描かれた小さな桐製の絵馬を携帯ストラップとしてアレンジしたものである。実際の制

作は地元の伝統工芸である「春日部桐箪笥」の伝統工芸士会会長の飯島勤氏が経営する飯

島桐箪笥製作所に依頼した22。 

こうして全11種類が完成、1個当たり単価630円で販売をすることを商工会は決定する。

しかし当初、商工会会員事業所に対して販売希望店舗を募集したところ、なかなか集まら

ず、売れ残りは全て商工会が実費で引き取り、一切店舗の負担はない、という条件でやっ

と 17 店舗を集めたという23。ところが 12 月 2 日のファン向けイベントの際に、商工会が特

                                                  
19 詳細は「らき☆すた」オフィシャルサイトでの告知・報告を参照。「【「らき☆すた」のブラン

チ＆公式参拝 in 鷲宮】告知ページ」（2007）『「らき☆すた」オフィシャルサイト「らっきー☆ち

ゃんねる」』http://www.lucky-ch.com/info/info_washinomiya.html（アクセス日：2008 年 6 月

7日）並びに「【「らき☆すた」のブランチ＆公式参拝 in 鷲宮】イベントレポート」（2007）『「ら

き☆すた」オフィシャルサイト「らっきー☆ちゃんねる」』

http://www.lucky-ch.com/info/info_event_071202.html（アクセス日：2008 年 6 月 7日）を参

照。 
20 角川書店・京都アニメーション・角川エンタテインメント・クロックワークスによる、アニ

メ版「らき☆すた」の製作委員会。 
21 アニメの中で鷲宮神社がモデルの鷹宮神社神主の娘で巫女のバイトもしているという設定の

柊かがみ・つかさ姉妹役の加藤英美里・福原香織、小神あきら役の今野宏美、白石みのる役の白

石稔の 4氏。 
22「アニメ絵馬で街おこし祈願「らき☆すた」携帯ストラップ、鷲宮で販売へ＝埼玉」読売新聞

東京本社版 2007 年 11 月 10 日並びに『桐絵馬形携帯ストラップ』（飯島桐箪笥製作所製造・鷲宮

町商工会販売）商品説明書き参照。 
23 山崎（2008）p.101 並びに鷲宮町商工会経営指導員・松本真治氏へのヒアリングによる（2008

年 5 月 30 日、同商工会にて、筆者による）。 
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設テントにて販売したところ、2,200 個を即日完売。翌日からの 17 店舗での一般向け販売

でも、開店 30 分で用意していた 1,000 個を完売するという驚異的な売れ行きを見せた。そ

の結果、12 月 20 日からの二次販売では 43 店舗が、2 月 10 日からの第三次販売では 60 店

舗が販売に参加するに至った。なお二次販売では 3,000 個（開店 1時間で完売）、三次販売

では 8,500 個（神社通り商店街では開店 1時間で完売、その他の地域でも約 1週間で完売）

を販売している24。 

また商工会では店舗間の不公平を避けるため、当初から各店舗が販売できるストラップ

は全 11 種類中 2 種類までと取り決めた。このことは、全 11 種類集めたい人は複数の店舗

へ行かなければならないという状況を生み、店舗を巡って集めることがゲーム的に盛り上

がったという予想外の成果も生んだ（山崎 2008：101）。また店の人がストラップを買いに

来た客を次の店舗まで車で送り届けるというようなこともあったという（このアニメがす

ごい！編集部 2008：30-31）。こうして桐絵馬形携帯ストラップは第三次販売までで用意し

た合計 14,700 個を完売した25。 

こうした中、2007 年に 13 万人だった鷲宮神社への初詣客数が 2008 年には 30 万人を記録

した26。 

 
(4) 「鷲宮町特別住民票」 

更に 2008 年 4 月 1 日には町が、「らき☆すた」登場人物の柊一家 6 名を特別住民登録す

るに至り、4月 6日には声優 2名を招いた特別住民票交付式が行われた。特別住民票につい

ては、この 4 月 6 日の声優を招いたイベントにおける先行頒布に引き続き、翌 7 日から一

般頒布が行われた27。住民票は単価・デザイン・頒布枚数等、商工会が町にアドバイスする

形で制作、合計 1万枚が用意され、1枚 300 円（専用クリアケース付）にて販売、同年 8月

に完売している。同年 9月 初旬にはこの特別住民票の売上収入 300 万円を用いる形で、鷲

宮町が神社通り商店街に街路灯を 40 基新設している28。 

                                                  
24 鷲宮町商工会提供の資料による（2008 年 6 月 9日、鷲宮町商工会経営指導員・松本真治氏提

供）。 
25 鷲宮町商工会提供の資料による（2008 年 6 月 9日、鷲宮町商工会経営指導員・松本真治氏提

供）。 
26 埼玉県警察本部地域課調べによる数値（2008 年 8 月 12 日、同課への電話ヒアリングによる）。 
27 4 月 7 日から鷲宮町特設会場にて頒布、10 日からは町役場経済課窓口に販売場所を変更。更

に 5月 3日からは町役場住民課窓口に変更、併せて鷲宮町商工会と交付事務委託契約を結ぶこと

で、鷲宮町商工会 並びに大酉茶屋でも販売することとなった。「人気アニメ「らき☆すた」特別

住民票の交付（頒布）について（変更)」（2008 年 5月 16 日）『埼玉県鷲宮町公式サイトわしみ

や暮らしナビ』

http://www.town.washimiya.saitama.jp/navi/new/new_oshirase/oshirase/rakisuta.htm、鷲宮

町役場（アクセス日：2008 年 6 月 7日）並びに「「らき☆すた特別住民票」の有償頒布を商工会

と大酉茶屋でも行います」（2008 年 5 月 20 日）『埼玉県鷲宮町公式サイトわしみや暮らしナビ』

http://www.town.washimiya.saitama.jp/navi/new/new_oshirase/oshirase/rakisuta_kohubasy

o.htm、鷲宮町役場（アクセス日：2008 年 6 月 15 日）を参照。 
28 鷲宮町商工会経営指導員・松本真治氏へのヒアリングによる（2008 年 12 月 7日、同商工会に
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(5) 「らき☆すた飲食店スタンプラリー」 

こうした様々な企画が商工会によって打ち出されていったが、中でも最もまちづくりに大

きな影響を与えた企画は、上述の特別住民票交付式イベントに合わせて 2008 年 4 月 6日か

ら開始された「らき☆すた飲食店スタンプラリー」（同年 9 月 24 日終了）であろう。この

企画は、キャラクターグッズに頼らずに、店舗本来の売り物で勝負してほしい、という商

工会の意図から実施されたものである。地元飲食店 12 店舗でそれぞれ異なるアニメキャラ

クターに因んだ特別メニューが提供され、これら全種を制覇すると景品がもらえるという

企画で、多くのファンが町内にちらばる 12店舗を周遊した。このラリーを実施することで、

商工会は町内でのファンの行動範囲を神社と大酉茶屋から商店街、町全体へと広げること

に成功した。さらに単なるグッズ販売ではなく、その店の本業の持ち味を生かした商品（メ

ニュー）で勝負したことが功を奏し、個人商店主とファン個人とのコミュニケーションが

促進され、当初のアニメファンが特定店舗のファンになっていく事例が見られるようにな

った。一方の商店主や住民の多くからも、ファンの多くはマナーの良い若者である、とい

う声が多く聞かれるようになった。 

 

(6) 土師祭 

こうした経緯を経て、ファンは繰り返し現地を訪れる中で、少しずつ地域社会に受け入

れられていく。こうして地域とファンとの良好な関係性の基盤が整いつつあった 6 月、地

域の伝統行事「土師祭（はじさい）」へのファンの参画、という画期的な提案がなされるこ

とになる。 

土師祭輿会が提案したのは、古くからの歴史を持ち、一度は途絶えたものの 1983 年に復

活し、以降毎年この時期に開催されている土師祭において、「らき☆すた神輿」を登場させ

それをファンに担いでもらう、というものであった。この提案を受け、商工会では担ぎ手

を募集、神輿の制作にもファンの一部が加わり、9月 7日の祭当日には 120 名以上の担ぎ手

が参加して実際に町を練り歩いた。 

この土師祭は、まさにアニメファンが地域コミュニティに受け入れられた画期的な出来

事であったと言え、アニメファンが地域のファンとなり、そして地域のパートナーになり

得ることを広く世に示したことは特筆されて良い。このことはアニメ・コンテンツをきっ

かけとしたまちおこしが、従来考えられていたよりもより広い可能性を有していることを

証明しており、商工会を中心としたまちおこしの方向性に大きな影響を与えることとなっ

た。具体的には萌え川柳コンテスト、まちおこしドラマ「鷲宮☆物語」企画案募集の例に

見られるように、非常に多様な参加主体を得て、内容も多角化しつつ展開している。アニ

メファンを中心に据えつつも、より広く鷲宮の魅力を捉えており、新たな鷲宮ファンを開

拓していくという点からも非常に興味深い展開である。 

 

                                                                                                                                                  
て、筆者による）。 
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5． ツーリズムの現代的意義と可能性：まとめに代えて 

 

本節ではまとめに代えて、以上見てきた「アニメ聖地巡礼型まちづくり」の事例を以下

の二つの視点から考察することで、ツーリズムの現代的意義と可能性を仮説的に提示して

みたい。すなわち、(1)観光革命の流れから見たアニメ聖地巡礼行為の成立背景、(2)アニ

メ聖地巡礼型まちづくりでファンの果たした役割、の二点である。 

 

(1) 観光革命の流れから見たアニメ聖地巡礼行為の成立背景 

■大衆的ブームの無い時代 

アニメ聖地巡礼行為をメディアコンテンツが誘発する旅の一形態として捉え、表 1-1 で

述べた観光情報革命の文脈から考察すると、以下のような観光をめぐる新たな潮流が浮か

び上がってくる。 

 メディア技術の発達、高度情報化の進展により、個人が持つ情報発信力は飛躍的に強化

された。その結果、個々人が自らの趣味に合う対象、環境を探し出すことが可能となり、

多様な価値軸が共存することが可能となった。そして趣味は細分化され、自らの趣味に基

づき、地縁を超えたネットワークを形成し始めた。 

もはやこうした状況下では、60～70 年代的な「国民的○○」といった大衆総動員的流れ

は起こりにくいし、80～90 年代的なトレンド（特定企業が仕掛ける流行・ブーム）もなか

なか起きにくい。ドラマにしてもアイドルにしても、もはや「国民的」に価値を共有でき

る対象は無い。現在流行している POP ソングが何なのか即答できないように、「popular」

＝「大衆」という概念すら、昨今では怪しいのである。 

したがって、「大衆的」という意味での「マスツーリズム」はもはや成立しない。メディ

アコンテンツに注目して言えば、「幸せの黄色いハンカチ」（1977）や「北の国から」（1981

～1982）といった「国民的大衆ドラマ」や、「東京ラブストーリー」（1991）といった「ト

レンディドラマ」が生んだような、夕張や富良野、東京への旅はもはや生まれにくい土壌

にあるのだ。こうしたドラマは「国民的」「トレンディ」と呼ばれるだけに、それが生むツ

ーリズムも結局「大衆＝マス」ツーリズムであり、製作者が与えたイメージに素直に従う

形での商業化された旅行者の動員であった。 

 

■サブカルチャーとしてのアニメ聖地巡礼 

それに比して本書で紹介する現在のアニメ聖地巡礼行為は、どちらかというとサブカル

チャー的作品を対象としており、しかも旅行者自らが旅の仕方や地域との接し方を自律的

に考え行動に移している点に、これまでとは決定的に異なる特徴がある。 

上述したように、戦後～1990 年代は、「国民的」「トレンド」といった大衆的ブームが吹

き荒れた時代であった。こうした熱に容易に乗れる人々は良いのだが、中にはそうした波

に乗れず、「トレンドから漏れ落ちる」少数派が出てくる。「マス」＝「メイン」に対して
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「サブ」が誕生したわけである。そしてこうした少数派のうち、開き直って自らの趣味を

追及し、孤独でありながらも「マスに流されず個人の嗜好を最重要視する行動を採る人々」

が現れ始めた。これがいわゆるオタクと呼ばれる人たちである。更に上述したような 2000

年あたりを境としたインターネットの爆発的普及は彼らに強力な情報発信力を与え、彼ら

の嗜好性が広く世に発信されることになる。 

 こうした嗜好性のある人々が、強力な情報送受信能力を駆使して、仮想空間（作品世界

やネットコミュニティ）と現実空間（聖地）を行ったり来たりしながら、趣味性の高い独

自の楽しみ方を創りだしていくのがアニメ聖地巡礼の特徴である。 
こうした観光行動は極めて個人的な趣味・感覚・感性に依拠するため、こうした観光行

動をとる人々にとって、人から押し付けられる、従来型のお仕着せの観光形態（旅行商品）

は好まれない（というより嫌悪される）。また、自らの嗜好性を最重要視するが故に個人行

動を好み、結果として個と個のコミュニケーションを重視する性向を持つ。こうした特性

が、木崎湖や鷲宮町で地域社会とのコミュニケーションが促進され、新たな文化が創出さ

れた背景のひとつにあると筆者は考えている。 
 
■「夢の無い現実空間」と「夢を見られる仮想空間」の相補関係 

現代の若い世代に共通するのは、何とも言えない閉塞感である。右肩上がりの時代は終

わり、明日が今日より豊かになるという保証はどこにもない。つまり現実空間には夢や希

望が無い。そうした中、インターネットや仮想現実の世界では、ある意味、夢を見ること

ができる。夢見る気持ちを補完できるのだ。しかし一方で、こうした仮想空間はぬくもり

や生きているという実感に欠ける。そこで現実空間でそうした生きている実感を補完する

必要がある。あくまで仮説ではあるが、このようにして、仮想空間と現実空間を行ったり

来たりしながら、自らの生のバランスを取ろうとすることが、アニメ聖地巡礼をはじめと

する観光情報革命時代の旅の持つ、重要な意味ではなかろうか。もしそうであるならば、

情報インフラが発達し、仮想空間が肥大化すればするほど、ますます旅への欲求が高まる、

というシナリオが考えられる。おそらく、そうして相補関係（補完関係）を構築すること

が人間の生き様としては自然な気がするのだ。このあたりについては、今後、観光研究に

おけるひとつの大きな課題となろう。 
 
(2) アニメ聖地巡礼型まちづくりにおいてファンが果たした役割 

■ネット時代のオープンソース型観光振興 

鷲宮町のまちおこしプロセスにおいてファンが果たした役割を見てみると、「アニメ聖地

巡礼型まちづくり」は「ネット時代のオープンソース型観光振興」という言葉で説明でき

そうである。つまり、観光振興のプロセスにおけるファンの役割について、以下の 3 点の

ような特徴が見られるのである。 

① インターネット上の口コミで人が集まる（従来はガイドブックやパンフレットが集客
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のきっかけとなっていたものが、ブログや SNS によるネット上のファンの口コミが集

客の主たる要因となる） 

② インターネットを通してファンの意見が地域に届く（ネットを介してファンと地域と

が直接意見交換することが可能に。ファンの意見が観光振興に反映されるようになっ

ている。市場であるファン自らがその実態を地域側に伝えているわけで、考え方によ

っては、従来、マーケティング調査会社やコンサルタント会社が行っていたような観

光市場調査やコンサルティングを、ファン自らが行っているとも取れる） 
③ ファンが開発者になる（従来のイベント企画会社や土産物開発会社の役割をファンが

担っている） 
これらのことからは、ソフトウェアの設計図にあたるソースコードを無償で公開し、誰

もがそのソフトの改良・再配布が行なえるようにするという、いわゆる「オープンソース」

的な物事の制作・改良システムが、観光の現場でも生まれつつあると見ることができよう。  

そして、そうした「オープンソース」システムを可能としているのが、インターネット

という情報インフラの存在であることは確かである。しかし、これはハードウェアである。

インフラがあるからといって必ずしもオープンソースシステムが機能するとは限らない。

鷲宮町の事例でより注目すべきなのは、「らき☆すた」というアニメ・コンテンツを共通言

語として様々な人がインターネット上で接点を持ち協力関係を構築し得たことであり、ま

たファン・地元住民の双方が作品やキャラクターに対する「敬愛」を持っていたことでよ

り人間的な相互交流が可能となった点である。この点は非常に重要であり、インターネッ

ト上での交流を実際の空間での人と人との交流へと展開させる大きな原動力になったと考

えられる。インターネットを介した単なる情報の交換だけではなく、対象への「敬意」と

「愛」があるからこそ、実際に目的地へ足を運び、目的地が「聖地化」するのだし、そこ

での行動規範も当然節度のあるものとなる。また地域の方々が作品を愛してくれていると

いうことがわかれば、ファンは「自分たちを受け入れてくれた」と感じ、ファンと地域と

の交流はより感性的なものとなる。 

 

■「商品の交換」から「価値の共有」へのシフト 

実は、こうした点は従来型の観光ではなかなか生まれ得なかった。何故ならば、観光と

は「地域資源を商品として取引・消費する仕組み」としてしか考えられてこなかったから

だ。そしてそこでは、情報は集客のためにある意図を持って発信すべきもの、資源は商品

として販売するもの、であった。あるいはファンの存在を知ったとしても、それを食い物

にしてひと儲けしようという「旅行商品」ばかりではなかったか。おそらく、現在のアニ

メ聖地巡礼者はそうした作品やキャラクターに対する「敬意」や「愛」の無い観光振興を

直観的に見抜いている。 

このように考えれば、今後、次世代ツーリズムを目指す現場が行うべきことは、地域資

源を商品化することではなく、具体的な場所にリンクしてプラットフォーム（ネットワー
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クの接点、しかけ）を作っていくことなのではないか。言い換えれば、「交換すべき商品」

を開発するのではなく、「共有すべき価値」を創造することである。そうすることで、観光

を「新たな文化創造につながる感性的ネットワーク（架け橋）構築の仕組み」として機能

させることが重要なのではないだろうか。 

鷲宮町の事例では、「らき☆すた」というアニメ・コンテンツがメディア（媒体）となり、

コミュニケーションが促進された。そして関係者の間で、作品に対する「敬愛」、交流にお

ける「気持ちよさ」や「楽しさ」といったことが、価値として共有されていったのではな

いか。こうした感性的な価値を、交流を通して地元住民と共有することができれば、旅行

者はその場所を「私の居場所」として認識できる。「私の居場所がここにある」と感じるこ

とができれば、人はその場所を何度も訪れることになる。ある場所にリピーターが集まり、

賑わいが生まれていくために必要なのは、実はこうした価値の共有なのではないだろうか。

そしてどうやら、この辺りにメディアコンテンツとツーリズムの新たな関係性と可能性が

ありそうである。 

極言すれば、鷲宮町の事例では、関係者の心に「らき☆すた」というアニメ・コンテン

ツに対する「敬愛」があったからこそ、こうした素晴らしい交流が生まれたのである。逆

に言えば、アニメ・コンテンツに愛の無い主体が「アニメ聖地巡礼型まちづくり」を行お

うとしても、そもそも成立し得ない、ということである。この点は、同様のまちおこしを

考えている自治体関係者や業界関係者に強く訴えたい点である。 

 

(3) 今後の展望：より大きな見地から 

■人間性回復のためのツーリズム 

以上見てきたような現象を、単なるサブカルチャーであると笑って捨てず、アニメ・コ

ンテンツが誘発する観光、あるいはアニメ・コンテンツを主要資源とする観光29の長所と問

題点を分析し、こうした新たな「若者の旅文化」の誕生を、大きな社会の流れの中にしっ

かりと位置づけ評価していくことが今後の重要な研究課題となろう。 

もちろん今回紹介したような若者の旅文化に対して批判的な論調もある。しかし若い世

代の感性と優しさが次世代の観光をより人間的なものに変えていく可能性に着目すること

も重要である。若い世代は、消費行動としての観光から、生き方としての観光へ、舵を切

り始めたのである。筆者はこうした人間性回復のためのツーリズムこそ、次世代ツーリズ

ムの持つであろう本質的意義であると見たい。 

 

■真のソフトパワーとは 

こうした新たな「若者の旅文化」の事例は、平和構築・文化交流の仕組みとしての観光

                                                  
29 こうした観光形態は、旅行動機醸成のプロセスや観光行動の特性等、他の観光のタイプとど

う違うのか、より詳細な研究が待たれるが、こうした観光形態を便宜上、「アニメ・コンテンツ・

ツーリズム」と名付け、そこにツーリズムの新たな可能性を見出すべく研究対象としてくことも

また有効なアプローチであると考えている。 
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を考えていくうえでも非常に重要な示唆に富む。ホストであるか、ゲストであるか、地元

住民であるか、よそ者であるか、という枠を超えて、同じアニメ作品に共感できる人たち

が国境を越えて集まって新しい文化を創造しつつある事例から学ぶことは多い。さらにこ

うした論点は、ジョセフ・ナイが提唱した「ソフトパワー」30（Nye 1990; 2004）やダグラ

ス・マグレイが提唱した「Gross National Cool」31（McGray 2002）といった概念を援用す

れば、国際的な文化的安全保障論として展開することも可能ではないか。 

実は、我が国におけるこうした「ソフトパワー」に関する議論は、往々にしてポップカ

ルチャー賛美で終わってしまう傾向にある。しかしながら、Fukushima(2006: 21)が指摘す

るように、「カラオケや漫画に引きつけられる外国人は、それを日本や日本人とは必ずしも

結びつけて考えていない」、「カラオケや寿司、漫画が世界中でファンを獲得しているから

と言って、日本や日本人、日本の政策が世界中で支持を得ていることには必ずしもならな

い」という側面にも十分注意する必要がある。つまり、ソフトパワーの議論において重要

なのは、そうしたポップカルチャーを如何にして世界に日本の友人を増やす方向に役立て

られるか、という論点である。以下、少々長くなるが、Fukushima の鋭い指摘を引用してお

く。 

 

「日本に必要なのは、友好国を増やし、支持者を獲得し、国際世論に影響を与える

ための戦略である。日本の文化資産はもちろんそのなかで重要な役割を果たすが、

自国の食べ物や映画、音楽が外国で人気を博していることで満足している人々がい

る現状を打破しなければならない。真のソフトパワー、すなわち「強制ではなく自

身の魅力によって望みをかなえる能力」を実現するためには、そうした文化資産を

戦略的に活用すべきである。」Fukushima(2006: 22) 

 

■次世代のツーリズムに課せられた課題 

私はこの論点こそが、次世代のツーリズムに課せられた重要な課題だと考えている。ソ

フトとしてのポップカルチャーを単なる消費財として流通させるだけでなく、日本の現実

の場所とリンクさせ、そこを訪れてもらい、交流を通して、「ポップカルチャーファン」か

ら「日本のファン」になってもらうことである。まさに、鷲宮町で「らき☆すた」ファン

が「鷲宮町のファン」になっていったようなプロセスが必要とされているのではないか。

単なるまちづくり論にとどまらず、上述したような真のソフトパワーの実現という観点か

らも、ツーリズムの果たす役割と可能性はもっと評価されて良いと考える。 

                                                  
30 ジョセフ・ナイは、軍事力や経済力などのハードパワーの対立概念として、その国の文化や

政治的価値観、政策の魅力などをソフトパワーとして位置付け、こうしたソフト面で国際的「共

感」を得ることで、国際社会からの信頼や、発言力を獲得していくことの重要性を主張した。 
31 ダグラス・マグレイは 2002 年、その論考「JAPAN’S GROSS NATIONAL COOL」の中で、ナイの

ソフトパワー論を引用しつつ、日本のポップカルチャーの国際競争力を評価し、当時大きな話題

を呼んだ。 
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さらに言えば、Fukushima の言う、「文化資産を戦略的に活用」する術を考えることこそ、

文化資源マネジメント研究に課せられた役割である。今回、我々の研究チームは「文化資

源マネジメント研究チーム」という名称を付けた。そこにはこうした展望をも見据えた決

意を込めたいと思う。 

 

 

 

本稿は『北海道大学文化資源マネジメント論集』Vol.001（2008 年 12 月 12 日）に掲載された

拙稿「観光情報革命時代のツーリズム（その 1）：観光情報革命論（序）」に大幅な加筆・修正を

加え、CATS 叢書向けに再編集したものである。 

山村高淑（2008）「観光情報革命時代のツーリズム（その 1）：観光情報革命論（序）」『北海道

大 学 文 化 資 源 マ ネ ジ メ ン ト 論 集 』 Vol.001, pp.1-10 （ Web 公 開 版 ：

http://hdl.handle.net/2115/35005）。 
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表 1-2 鷲宮町における「らき☆すた」をきっかけとしたまちおこしの展開経緯 

 

フ
ァ
ン
の
動
向 

  

ま
ち
お
こ
し
を 

主
導
し
た
中
心
的
主
体 

年月 主な出来事 

黎
明
期 

商
工
会
に
よ
る 

 
 
 

土
壌
整
備

2004 年 1 月 角川書店の月刊ゲーム雑誌「コンプティーク」に 4 コマ漫画「らき☆すた」連載開

始。 

2004 年 4 月 鷲宮神社鳥居横にある古民家を商工会長が門前町活性化につながればと改修事業を

立ち上げる。 

2005 年 3 月 鷲宮神社横の古民家改修完了。「大酉茶屋」としてオープン。 

旅
先
開
拓 

フ
ァ
ン
主
導
に
よ
る
旅
先
開
拓 

2007 年 4 月 アニメ「らき☆すた」テレビ放送開始（～9月）。オープニングの一部に鷲宮神社の

鳥居と大酉茶屋が風景として柊かがみとともに描かれる。 

ファンが鷲宮神社へひっそりと訪れ始める。 

5 月 5 月 4 日、らき☆すた TV アニメ化記念 FanBook「おっかけ！セーラーふく」（同人誌）

が発行され、鷲宮町を含むアニメのロケ地が紹介される。 

7 月 『月刊ニュータイプ』（角川書店）8月号の付録「「らき☆すた」的遠足のしおり」（両

面ポスター）にて鷲宮神社が作品の舞台であると紹介される。 

このころからファンが鷲宮神社へ大勢訪れるようになり、キャラクターを描いた絵

馬を奉納したり、写真撮影をしたりする様子が多く見られるようになる。 

隣接する久喜市在住者のホームページに「オタクの人が鷲宮神社に集まっていて治

安が心配」との書き込みがある。これを見た産経新聞が鷲宮商工会に取材。その記

事がインターネットニュースに掲載される。 

こうした状況を受け商工会事務局が、神社で来訪者にヒアリングを開始。のちにボ

ランティアスタッフのリーダーとなる人物と出会う。 

8 月 報道された絵馬や神社の様子を見に、アニメファン以外の来訪者も増える。 

商工会事務局スタッフ、2ちゃんねるの「神社 OFF」のスレッドにて鷲宮土産のあり

方などについての意見を求める。 

9 月 アニメ「らき☆すた」テレビ放送終了。 

角
川
書
店
主
導
に
よ
る
イ
ベ
ン
ト
開
催

9 月 商工会事務局、アニメ「らき☆すた」について調査、角川書店に連絡を取る。企画

書を作成し、角川書店へ持っていくことに。 

10 月 商工会事務局スタッフ、同会副会長の三名が角川書店本社にて打合せ。角川側から

鷲宮町でイベントを開催してはとの提案がある。 

 12 月 12 月 2 日、イベント「「らき☆すた」のブランチ＆公式参拝 in 鷲宮」（企画：らっ

きー☆ぱらだいす、主催：鷲宮町商工会、鷲宮町商工会青年部）を開催。3,500 人

が参加。 

12 月 3 日、「桐絵馬形携帯ストラップ」第一次販売。町内 17 店舗で計 1,000 個を販

売、開店 30 分で完売。 

「鷲宮町平成 19 年歳末大売出し」（12 月 1 日～9 日）のスクラッチカードに「らき

☆すた」のキャラクターが使用される。 
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イ
ベ
ン
ト
参
画 

商
工
会
・
商
店
に
よ
る
イ
ベ
ン
ト
展
開 

12 月 12 月 20 日、「桐絵馬形携帯ストラップ」第二次販売。町内 43 店舗で 3,000 個を販

売、開店 1時間で完売。 

らき☆すた TV アニメおつかれさま舞台紹介 Fan Book「「おっかけ！セーラーふく」

2007 まとめ」（同人誌）が発行され、舞台となった場所が詳細に紹介される。 

この頃から新聞等メディアで鷲宮町が盛んに取上げられるようになる。 

2008 年 1 月 正月三が日に鷲宮神社を訪れた参拝者が前年比 17 万人増の 30 万人に（埼玉県警地

域課まとめの数値）。 

商工会、「らき☆すた」ファン向けのグッズを正月用に用意。グッズを求めるファン

のために大晦日・正月と商店街が店を開ける。 

近畿日本ツーリスト株式会社担当者が鷲宮町商工会を訪問。4 月の「イベントアク

セスツアー」について討議。 

2 月 2 月 10 日、「桐絵馬形携帯ストラップ」第三次販売。町内 60 店舗で 8,500 個を販売。

3月 3 月 30 日～4 月 6日、幸手市商工会と共同でファン対象大売出し「ラッキー☆SALE」

を開催。 

多
様
な
主
体
に
よ
る
多
角
分
散
期 

4 月 4 月 1 日、「らき☆すた」登場人物の柊かがみ・つかさ姉妹とその一家（計 6名）を

１日付で、鷲宮町に特別住民登録。 

4 月 6日、「大酉茶屋 3周年市「らき☆すた」感謝祭」の開催（企画・主催：鷲宮町

商工会）。町行政との協力により、柊かがみ・つかさ役の声優二人を招き「鷲宮町特

別住民票交付式」を行う。これに引き続き、柊一家の特別住民票をファンに先行頒

布。 

同日、鷲宮神社境内にてファン参加型イベントも開催。合計 4,000 人が参加。 

同日、近畿日本ツーリストと協力し「イベントアクセスツアー」を実施。 

4 月 7日、鷲宮町、柊一家の特別住民票を 1枚 300 円にて頒布。1万枚の限定発行。

4月 6日～、町内 12 店舗が参加して「らき☆すた飲食店スタンプラリー」を開催。

同スタンプ台紙、完食者景品に「らき☆すた」のキャラクターを使用。 

地
域
社
会
へ
の
受
容
・
周
辺
地
域
へ
の
活
動
拡
大 

6 月 この頃、土師祭輿会の会長から商工会に、「らき☆すた」ファンがこの秋の土師祭へ

参加してはどうかという提案がある。 

7 月 7 月 1 日、鷲宮町商工会と北海道大学観光学高等研究センターが共同研究「メディ

アコンテンツと観光振興（まちおこし）のあり方に関する研究」を開始。 

7 月 6・7日、大酉茶屋ならびに鷲宮神社駐車場にて、鷲宮町商工会主催で七夕イベ

ントを実施。同時に同商工会は神社通り商店街周辺に設置されたフィギュアを探す

イベント「俺の嫁を探せ！」を実施。 

7 月上旬、商工会は大酉茶屋にて「らき☆すたの里」と記された携帯電話用スクリ

ーンシートを 600 円で販売開始（2種、各 250 個ずつ販売）。 

8 月 8 月 9 日、「柊一家特別住民票」10,000 枚を完売。 

8 月上旬、土師祭興会が 9 月に行われる土師祭において「らき☆すた神輿」を登場

させることを決定。商工会ホームページならびに大酉茶屋ほか町内にて担ぎ手 100

名募集を告知。3日間で 114 名の申し込みがある。 

2008 年 9 月 9 月初旬、鷲宮町、総事業費 300 万円で神社通り商店街に街路灯を 40 基新設。 

9 月 7日、土師祭にて「らき☆すた神輿」登場。120 人以上が担ぎ手として参加。 

9 月 9日、らき☆すた神輿、鷲宮町郷土資料館に展示される。10 月 1 日現在展示中。

9月 7日、らき☆すた舞台探訪＆町おこし応援 FanBook「らき☆すたうぉーかー」（同

人誌）が発行される。 

9 月 24 日、「らき☆すた飲食店スタンプラリー」（4月 6 日から開催）を終了。 

9 月 26 日、らき☆すた OVA 発売。 

11 月 11 月 5 日～12 月 7 日、「鷲宮＆萌え川柳☆狂歌コンテスト」を実施（WEB サイト応

募、大酉茶屋設置の応募箱による応募、鷲宮町商工会への郵送による応募）。 

12 月 12 月 20 日～28 日、「LUCKY☆SALE」実施。「ハズレ」が出ても、「キャラ入りハズレ」

で「らっきー☆ポーカー」のチャンス。 

12 月 31 日 21：00～、「行く年来る年鷲宮絵馬市」開催。らき☆すた絵馬型ストラッ

プ全 12 種類を販売。 

12 月 31 日～1 月 3日、鷲宮町商工会×バンダイ「年末年始年越しガシャポン冬祭り」

開催。 
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2009 年 3 月 3 月 3 日、「鷲宮町商工会の新たな挑戦！まちおこしドラマ「鷲宮☆物語（仮題）」

～あなたも一緒にまちおこし～」企画案の一般募集開始。鷲宮町商工会と埼玉県産

業労働部新産業育成課との共催事業。同日、スキップシティチャンネルにて告知映

像「鷲宮☆物語～序章～」の配信開始。 

（出所）山村（2008）を基に、関係者へのヒアリング結果ならびに参考資料を追加検討して作成。 

（参考資料）鷲宮町商工会ホームページ：http://www.syokoukai.or.jp/washimiya/、みゆる～む伊月 SIDE（2008） 

 

 

 

 

 

参考文献 

 

Fukushima, Glen S. 

2006 「日本のソフトパワー／Japan’s “Soft Power”」『日本貿易会月報』No.639

（2006 年 7・8 月合併号）18-22：日本貿易会 

石森秀三 

1996 「観光革命と 20 世紀」石森秀三編『観光の二〇世紀－二〇世紀における諸民族

文化の伝統と変容 3』pp.11-26：ドメス出版。 

石森秀三 

2001 「第 4 次観光革命 ─ 観光ビッグバンとエコツーリズム」『Cultivate カルチベ

イト』14, 4-15：文化環境研究所。 

このアニメがすごい！編集部 

2008 『このアニメがすごい！2008』：宝島社。 

McGray, Douglas 

2002  JAPAN’S GROSS NATIONAL COOL. Foreign Policy May/June 2002, 44-54. 

みゆる～む伊月 SIDE 

2007 『「おっかけ！セーラーふく」2007 まとめ』：同人誌。 

みゆる～む伊月 SIDE 

2008 『らき☆すた舞台探訪＆町おこし応援 FanBook「らき☆すたうぉーかー」』：同人

誌。 

Nye, Joseph S.,Jr. 

1990  SOFT POWER. Foreign Policy 80 Fall 1990, 153-171. 

Nye, Joseph S.,Jr. 

2004  Soft Power: The Means to Success In World Politics: PublicAffairs. 

山村高淑 

2008 「アニメ聖地の成立とその展開に関する研究」『北海道大学国際広報メディア・

観光学ジャーナル』No.7, 145-164（Web 版：http://hdl.handle.net/2115/35084）。 



山村高淑「観光革命と 21 世紀：アニメ聖地巡礼型まちづくりに見るツーリズムの現代的意義と可能性」 

CATS 叢書 Vol.1『メディアコンテンツとツーリズム』第 1章 
© YAMAMURA Takayoshi, 2009 

 28

山崎マキコ 

2008 「萌えアニメで町おこし！？鷲宮町商工会に興味津々／山崎マキコのおとなの

社会科見学 19」『ascii』2008 年 7 月号, 98-102。 

美水かがみ 

2005-2008 『らき☆すた』第 1巻～第 6巻:角川書店。 

鷲宮商工会 

2008 『地域活性化プロジェクト「らき☆すた」タイアップ事業』2008 年 3 月：事業

内容説明用内部資料。 



29 

第 

２ 

章 

 

 

アニメ聖地巡礼の誕生と展開 

 

 
 

 

 

 

岡 

本 

 

健 



30 

 



岡本健「アニメ聖地巡礼の誕生と展開」 

CATS 叢書 Vol.1『メディアコンテンツとツーリズム』第 2章 
© OKAMOTO Takeshi, 2009 

 

 31

アニメ聖地巡礼の誕生と展開 

 

岡本 健1 

 

 

１. 背景と目的：アニメ聖地巡礼の台頭と研究の蓄積 

 
近年、アニメ聖地巡礼という旅行形態が書籍やガイドブックで取り上げられはじめてい

る(ヒロヤス・カイ 2008: 98-100; JTB 編集製作本部 国内情報部 第五編集部 2008: 84-90; 萌え

用語選定委員会 2005: 71)。アニメ聖地巡礼とは、「アニメ作品のロケ地、またはその作品・

作者に関連する土地で、且つファンによってその価値が認められている場所を訪ねること」

を指し、アニメ聖地巡礼者は、「アニメ聖地巡礼をおこなう者」である（岡本 2008）。 

メディアコンテンツを旅行動機とした旅行はドラマや映画、小説などを動機として、以

前から存在した。アニメ聖地巡礼は、以前までのそうした旅行行動とどのような関係にあ

るのだろうか。また、どのような違いがあるだろうか。あるいは、これまでドラマや映画、

小説などが果たしていた役割をただアニメが代替的に果たしているだけなのであろうか。

それらを議論するためには、アニメ聖地巡礼がどのように誕生し、そして、それがどのよ

うに展開して今の状況に至っているのかを明らかにする必要があろう。 

こうした状況で、アニメ聖地巡礼の起源や、その後の展開についてデータを元に学術的

に議論したものには、岡本ら(2008)がある。岡本ら(2008)では、2 つの文献と、10 の新聞

記事2を分析し、アニメ聖地巡礼の誕生と展開について論じ、ツーリズムとアニメの潮流か

らアニメ聖地巡礼の位置づけを明らかにしている。 

しかし岡本ら(2008)の論考は、聖地巡礼の誕生と展開について学術的にまとめた文献と

しては評価できるものの、文献の整理・分析が十分であるとは言えず、アニメ聖地巡礼誕

生について検討する際に重要となると考えられる「ミラージュ・ツアー」や、ファンの間

で聖地巡礼の起源と言われている「天地無用！」の聖地巡礼について触れられていない。 

また、岡本ら(2008)が執筆された 2008 年 10 月以降、様々な地域でアニメ聖地巡礼およ

び巡礼から展開したまちおこしや地域振興が取りざたされ、新たな地域や新たな展開も出

                                                  
1 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 

本章に関する一切の著作権は、原著作者（岡本健）に帰属します。okamotot@cats.hokudai.ac.jp 
2 「So-net DATABASE」の「新聞・雑誌記事横断検索」を用いて 2008 年 10 月 16 日に検索した結

果 13 の記事が抽出され、そのうちのアニメ聖地巡礼に関連しない 3つの記事を除外した結果。 
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て来始めた。 

これらのことから、本稿では、文献と新聞・雑誌記事を再度分析、考察することで、ア

ニメ聖地巡礼の誕生時期、アニメ聖地巡礼行動の概要、アニメ聖地巡礼行動からの展開経

緯、について明らかにすることを目的とする。 

 

 

2. 方法と手続き：文献分析および新聞・雑誌記事分析 

 

 本稿の目的を達成するために、文献分析と新聞・雑誌記事分析を用いた。それぞれの方

法と手続きについて、以下で詳しく述べる。 

 

2.1. 文献研究 

 アニメ聖地巡礼の誕生時期を明らかにするために、以下の 3 点の文献にある記述を分析

した。 

文献①：聖地巡礼 アニメ・マンガ 12 ヶ所めぐり(柿崎 2005) 

文献②：萌える聖地アキバリターンズ(藤山 2006) 

文献③：観光の社会心理学(橋本 2006) 

 以上 3 点の文献を選択した理由は、これら 3 点の文献には、アニメ聖地巡礼の誕生時期

を推測することができる記述が存在するからである。 

もちろん、今回選択した文献の他にも、アニメ聖地巡礼の誕生に関連する記述のある文

献が存在する可能性はあるが、本稿では暫定的に、現時点で筆者が発見し得た文献で分析

を試みる。 

 

2.2. 新聞・雑誌記事分析 

2.2.1. 新聞・雑誌記事分析の妥当性 

 アニメ聖地巡礼の誕生についての言説整理をするとともに、アニメ聖地巡礼が行われ、

その後何らかの展開が見られる事例を抽出するために、「So-net DATABASE」の「新聞・雑

誌記事横断検索」を用いた。 

（「So-net DATABASE 新聞・雑誌記事横断検索」URL： 

 http://www.so-net.ne.jp/database/G-search/general/general_ohdan.html） 

新聞・雑誌記事分析を用いた理由は 2点ある。 

1 点目は、新聞や雑誌の記事になるということは、新聞や雑誌に取り上げられる程度の大

きな動きになっていることを示していることがわかる点である。 

少数の個人がアニメ聖地巡礼をしている状態では、新聞や雑誌に取り上げられることは

少ないと考えられる。しかし、アニメ聖地巡礼をする人数が増える、地域社会に影響を及

ぼす、アニメ聖地巡礼を元に地域振興のイベントなどが行われる、などすれば、新聞や雑
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誌に取り上げられることも多くなるだろう。 

こうした理由から、新聞や雑誌にどのくらいの頻度でどのように取り上げられているか

を分析することは、アニメ聖地巡礼がいつ誕生し、どのように展開したかを考察する上で

有用であると考えられる。 

2 点目は、新聞や雑誌に取り上げられるということは、ある程度新奇性のある事象である

と考えられるためである。 

新聞や雑誌は、全く当たり前の旅行行動はあらためて取り上げない。もちろん、初詣や、

お盆の旅行の混雑などは毎年のことであるが、新聞や雑誌に大きく取り上げられる。それ

は、毎年のことであってもその情報を知りたい読者が多いからである。しかし、例えば、

旅行会社が用意したハワイへの団体旅行のツアーが出発しても、現在ではどんな新聞や雑

誌も取り上げない。それほど当り前になっているからである。そういった意味では、アニ

メ聖地巡礼やそれが元になった地域振興を新聞や雑誌が取り上げるということは、それが

新奇性をもち、読者の興味をひく事象であると判断されたということである。 

つまり、アニメ聖地巡礼が社会に認知されはじめ、それがどのように展開してきたかを

検証するために、新聞・雑誌記事を分析することは、有効な手段であると考えられる。 

 

2.2.2. 新聞・雑誌記事分析の手続き 

検索語は「アニメ 聖地巡礼」とし、検索する範囲を全期間3に設定した。検索をおこな

った年月日は 2009 年 3 月 2 日である。「So-net DATABASE 新聞・雑誌記事横断検索」に登

録されている媒体の一覧を次ページの表 2-1 に示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
3 データベースへの収録期間は、媒体によって異なっている。すべての媒体に関して収録期間を

記すことは、紙幅の都合上困難であるので、参考までに全国紙の収録期間を記す。2009 年 3月 3

日現在で、朝日新聞 1984 年 8 月 4日～2009 年 3 月 2日、読売新聞 1986 年 9 月 1日～2009 年 3

月 2日、毎日新聞 1987 年 1 月 1日～2009 年 3 月 2日、産経新聞 1992 年 9 月 6日～2009 年 3 月

3日である。 
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表 2-1 検索対象媒体の一覧 

 

種別 
登
録
数 

新聞・雑誌名 

通信社・テレビ 2 共同通信 NHK ニュース    

全国紙 4 朝日新聞 読売新聞 毎日新聞 産経新聞 

全国ニュース網

(JWN) 
8 

北海道新聞 河北新聞 東京新聞 新潟日報 

中日新聞 神戸新聞 中国新聞 西日本新聞 

地方紙 26

東奥日報 岩手日報 秋田魁新報 山形新聞 

茨城新聞 下野新聞 上毛新聞 北日本新聞 

北國・富山新聞 信濃毎日新聞 岐阜新聞 静岡新聞 

京都新聞 山陽新聞 徳島新聞 四国新聞 

愛媛新聞 高知新聞 佐賀新聞 長崎新聞 

熊本日日新聞 大分合同新聞 宮崎日日新聞 南日本新聞 

琉球新報 沖縄タイムス     

政党機関紙 2 公明新聞 しんぶん赤旗     

スポーツ紙 5 

日刊スポーツ スポーツニッポン スポーツ報知 
サンケイ 

スポーツ 

デイリー 

スポーツ 
      

専門紙 29

時事通信 

企業ニュース 
日刊工業新聞 

日刊工業新聞

（記事速報） 

FujiSankei 

Business i. 

繊研新聞 化学工業日報 
日刊薬業 

等 5 紙 

薬事ニュース 

等 2 紙 

建設通信新聞 日刊建設工業新聞 鉄鋼新聞 日刊産業新聞 

日刊自動車新聞 住宅新報 電気新聞 環境新聞 

金融専門紙 

ニッキン 
日本証券新聞 株式新聞 

日刊商品投資

特報 

東洋経済四季報

速報 
保険毎日新聞 

日本食糧新聞

等 3 紙 
日本農業新聞 

農業共済新聞 農経新聞 
ニッポン 

消費者新聞 
シルバー新報 

連合通信       

海外ニュース 3 朝鮮日報 NNA アジア経済情

報 

インド新聞   

一般誌 2 AERA 週刊朝日     

ビジネス関連 16

週刊ダイヤモン

ド 
週刊エコノミスト 週刊東洋経済

TKC 

戦略経営者 

日経 BP 雑誌 

横断検索 

一橋ビジネス 

レビュー 

東洋経済

Think！ 

JCW 

（企業戦略・ 

投資活動情報）

内外教育 厚生福祉 地方行政 税務経理 

農林経済 金融財政 
Jiji Top 

Confidential 

NHK 放送研究

と調査 
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 検索をおこなった結果、21 の新聞・雑誌記事が抽出された。記事に、掲載年月日の早い

順に ID を付し表 2-2 に示した。以下、それぞれの記事のことを「記事 ID-１、記事 ID-2、

記事 ID-3、… 記事 ID-21」と記す。 

また、記事が掲載された新聞・雑誌名、年月日、見出し、記事分量を表 2-2 に併記した。

抽出された 21 件の記事のうち、本稿で扱うアニメ聖地巡礼とは直接関係の無い記事が 3件

あったため、分析からは除外した。それぞれ、記事 ID-2,記事 ID-4,記事 ID-8 である。 

 

表 2-2 検索結果（記事 ID、新聞・雑誌名、年月日、見出し、記事分量） 

 

記

事

ID 

新聞・雑誌

名 

年月

日 
見出し 

記事 

分量*1 

1 
北海道新聞 1995．

1．1 

＜９５新年号 マンガ王国＞聖地巡礼ノスタルジー 
2,531 

2 
西日本新聞 2000．

6．7 

九州情報ハイウエー＝長崎の聖地巡礼団がローマ法

王に平和メッセージ ほか 
683 

3 
信濃 

毎日新聞 

2003． 

12．21 

ルポ03=TVアニメ舞台…大町海ノ口駅“聖地”巡礼、絶

えず 
1,785 

4 
中国新聞 2006． 

10．6 

１０代の天気図 西田篤<73> 聖地巡礼 
829 

5 
産経新聞 2007．

2．8 

【ネットウオッチング】「聖地巡礼」の流行 
695 

6 
産経新聞 2008．

1．9 

関東最古の大社・鷲宮神社 アニメの聖地、初詣で客倍

増 
621 

7 
FujiSankei 

Business i. 

2008．

1．10 

「らき☆すた」効果 埼玉・鷲宮神社、初詣客17万人増 
975 

8 
朝鮮日報 2008．

5．25 

刀を置き、花を手にしたサムライたち(1/6) 
2,508 

9 
FujiSankei 

Business i. 

2008．

7．1 

【交差点経済学】埼玉県・鷲宮駅入り口 にぎわう“聖地” 
1,177 

10 
朝日新聞 2008．

7．26 

アニメの聖地、巡礼中 埼玉・鷲宮、富山・城端 
1,750 

11 
朝日新聞 2008．

8．13 

ふれあい☆定着 TVアニメの「聖地」木崎湖 巡礼ファ

ン、なじみ客に 大町 
1,371 
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12 
朝日新聞 2008．

8．30 

アニメで見た沿線風景 大糸線入場券、ファン向けグッ

ズに信濃大町駅で発売 
374 

13 
毎日新聞 2008．

9．4 

大糸線：入場券、人気です アニメファン、聖地巡礼‐‐大

町・木崎湖畔周辺 
581 

14 
読売新聞 2008．

11．13 

[ひと紀行］木崎湖 アニメのままに美しく＝長野 
1,857 

15 
FujiSankei 

Business i. 

2008．

12．1 

「らき☆すた」巡礼者・商工会の二人三脚 
976 

16 

河北新報 2008．

12．24 

人気アニメ「かんなぎ」舞台は仙台近郊？／聖地にファ

ン“巡礼” 風景そっくり「感動」／新たな観光資源、地元

も期待 

1,022 

17 

神戸新聞 2008．

12．30 

「サブカルチャー」 商業、観光資源に 「手塚治虫」「鉄

人２８号」…兵庫の宝 全国発信 県構想 街づくりに活

用へ 

918 

18 
河北新報 2009．

1．5 

アニメ「かんなぎ」のモデル宮城・七ケ浜町の鼻節神社

／聖地初詣で大にぎわい 
836 

19 

毎日新聞 

地方版／ 

長野 

2009．

1．10 

頑張れ地域交通：信濃路・ゆらりゆられて／９ 大糸線 

／長野 1,346 

20 
南日本新聞 

夕刊 

2009．

2．28 

企画［ＧＯＷＡＳＳ－エンジョイ］電脳世代のホビー道

（完）／鹿児島にも「聖地巡礼」素材 
643 

21 
AERA 2009．

3．2 

義に惹かれる歴史萌え女子 グッズを購入し聖地巡礼

へ 
2,717 

*1 記事分量は記事の文字数を表す。 

*2 記事 ID に斜線を付し、灰色で塗りつぶした記事は分析から除外したものである。 
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記事 ID-1 については、マンガの舞台を訪れる内容であり、厳密には本稿で扱うアニメ聖

地巡礼行動ではない。しかし、アニメ聖地巡礼と類似の行動が見られること、掲載時期が

古いことから、アニメ聖地巡礼の誕生にかかわる可能性があるため、アニメ聖地巡礼行動

の誕生時期を議論するための分析に加えた。 

また、記事 ID-21 は、アニメ聖地巡礼とは異なり、ゲームが若い世代（特に女性）の歴

史への興味を喚起していることを記したものである。そのため、厳密には本稿で扱うアニ

メ聖地巡礼行動ではない。しかし、アニメ聖地巡礼と行動面で類似している部分があるこ

とや、逆に、アニメ聖地巡礼とは旅行者の性別や行動の面で異なる点があることが確認さ

れたため、アニメ聖地巡礼の展開を考察するために重要であると考え、分析に加えた。 

 このようにして抽出された 18 件の記事内容を要約したものに記事内容 ID を付して、表

にまとめたものを章末の附表に示した。その際、新聞記事の記者による分析的な文章や、

識者による分析的なコメントなどは除外した。事実を報じていると思われる文章のみを選

択し、要約した4。 

附表には、記事の要約を記事 ID 番号の小さなものから順に並べた。記事 ID とともに、

その記事が扱っている地域、その地域を訪れる動機となった作品、を併記し、その上で記

事内容の要約を記した。要約については、それぞれ記事内容 ID を付し、記事内容を記した。

記事内容 ID は、例えば記事内容 ID3-1、記事内容 ID3-2（記事 ID-3 内の記事内容）などが

ある。さらに、記事内容 ID ごとに、以下の 5つの区分に分類をおこなった。分類区分はそ

れぞれ「状況説明」「巡礼者」「地域」「巡礼者と地域」「作品関係者」である。 

「状況説明」として分類した記事内容は、それぞれの地域の聖地化の経緯や、その後の

展開、についての概要である。 

「巡礼者」として分類した記事内容は、アニメ聖地巡礼者の行動や特性についての記述、

アニメ聖地巡礼者の感想などである。 

「地域」として分類した記事内容は、地元住民の感想や意見、地域側のグッズ販売やイ

ベント実施、地域側の協力体制などについて書かれたものである。 

「巡礼者と地域」として分類した記事内容は、アニメ聖地巡礼者と地元住民が共同でグ

ッズ販売やイベント実施をおこなったことを報じる記事や、地元住民とアニメ聖地巡礼者

の交流に関する記事など、巡礼者と地元住民の関わりについて書かれたものである。 

 「作品関係者」として分類した記事内容は、アニメ作品の著作権者や、原作者のコメン

トや動向について書かれたものである。 

 

 

 

                                                  
4 ただし、この判断に関しては、著者がおこなっているので、事実と認識して取り上げている記

事内容に関しても、実際現地では異なった状況であることも考えられる。今回は、あくまで新聞

記事上から読み取れる範囲で分析を試みた。 
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3. 結果と考察：アニメ聖地巡礼の誕生と展開 

 

 以上の方法を用いた結果を以下に示す。3.1.では、アニメ聖地巡礼の誕生にかかわる 3

件の文献および、記事 ID-1 を分析した結果を示し、3.2.ではアニメ聖地巡礼の誕生時期に

ついて考察を加える。3.3.では、記事 ID-1 以外の 17 件の記事内容の分析結果である附表

から、記事内容分類の「状況説明」を主に考察し、どのような地域がどのような作品の聖

地になっているかを明らかにする。3.4 では、以下の 4つの観点からアニメ聖地巡礼の展開

について考察を加える。 

1 点目は、聖地巡礼者の特徴であり、記事内容分類の「巡礼者」を主に考察し、アニメ聖

地巡礼者の特徴、動態などを明らかにする。2点目は、聖地となっている地域の地元住民の

行動や態度であり、記事内容分類の「地域」を主に考察する。ここでは、聖地とされた地

域の地元住民が、アニメ聖地巡礼者や巡礼行動についてどのような行動や態度をとってい

るのかについて明らかにする。3点目は、巡礼者と地元住民の関わりについてであり、記事

内容分類の「巡礼者と地域」を主に考察する。ここでは、巡礼者と地元住民の関わりや、

協働でのまちおこしの様子などを明らかにする。4点目は、作品関係者の動向であり、記事

内容分類の「作品関係者」を主に考察する。ここでは、アニメ作品の監督や原作者の聖地

に関するコメントや行動について明らかにする。 

 

3.1. アニメ聖地巡礼の誕生にかかわる文献および新聞記事の分析結果 

まず、文献①では、著者による前書き「はじめに」の記述の中で、著者自身は学生時代

（今から 10 年ほど前）に OVA「究極超人あ～る」の舞台になった JR 飯田線などを訪ねた経

験があるが、その際には、聖地巡礼とは呼称していなかった、というものがある(柿崎 2005: 

4-5)。文献①は 2005 年の出版であるから、当時の「今から 10 年ほど前」、つまり 1995 年頃

であることがわかる。 

「究極超人あ～る」とは、1991 年にバンダイビジュアルから発売された OVA（オリジナ

ルビデオアニメーション）である(北野 1998: 180)。 

また、文献①では、1992 年に OVA として発売された「天地無用！」というアニメの舞台

になった岡山県の太老神社の聖地巡礼についても記述があり、キャラクターの吹き出しで

「実は、太老神社の賽銭箱は盗まれたの！ でも天地ファンのお兄ちゃんたちが寄付金を

集めてくれたから、新しい賽銭箱が用意されるんだって！」(柿崎 2005: 29)とあり、聖地巡

礼者が訪れていたことがわかる。1992 年当時、聖地巡礼と呼称していたかどうかについて

は、ここでは特に触れられていない(柿崎 2005: 23-32)。 

次に、文献②には「古くはセーラームーンの時代からあった聖地巡礼」、「劇中に登場す

る氷川神社は、初詣になるとアニメファンの大行列ができたほど」とある(藤山 2006: 218)。 

セーラームーンとは「美少女戦士セーラームーン」シリーズのことである。「美少女戦士

セーラームーン」シリーズとは、1992 年～1997 年にかけてテレビ放映された戦闘美少女物
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のアニメシリーズである。1992 年～1993 年まで「美少女戦士セーラームーン」、1993 年～

1994 年まで「美少女戦士セーラームーン R」、1994 年～1995 年まで「美少女戦士セーラー

ムーン S」、1995 年～1996 年まで「美少女戦士セーラームーン SS」、1996 年～1997 年まで

「美少女戦士セーラームーン セーラースターズ」が連続で放映された(山口 2004: 219-220)。

氷川神社とは、東京都麻布十番にある氷川神社であり、作中では、「火野レイ」という主要

キャラクターの一人（第 1 作「美少女戦士セーラームーン」から登場）が巫女をしている

「火川神社」のモデルとなった(JTB編集製作本部 国内情報部 第五編集部 2008: 90)。 

 次に、文献③では、1990 年以降に上杉まつりに若い女性観光客が大勢つめかけた原因と

して、桑原水菜が作者である「炎の蜃気楼（ほのおのみらーじゅ）」という女性向けライト

ノベルを挙げている(橋本 2006: 178-180)。「炎の蜃気楼」は 1990 年に第 1 巻が集英社文庫

のコバルトシリーズから刊行され(中村 2004: 82)、2004 年に第 40 巻で完結した。文献③に

よると、1991 年に刊行された第 4 巻のあとがきにおいて、作者自身が上杉まつりについて

紹介し、それが元で上杉まつりに来訪する若い女性が増えたようだ(橋本 2006: 178)。 

 文献③によると、ファンは上杉まつりだけではなく、小説の舞台となった場所を訪ね歩

くような旅行行動をしており、それは「ミラージュ・ツアー」と呼ばれている(橋本 2006: 178)。

「ミラージュ・ツアー」自体がいつから始まったかについては、文献③では言及されてお

らず、また、上杉まつりに若い女性観光客が大勢訪れた年についても、「1990 年以降」とい

う書き方で、明言はしていない(橋本 2006: 178-180)。 

 記事 ID-1 は「＜95 新年号 マンガ王国＞聖地巡礼ノスタルジー」というタイトルからわ

かるように、マンガファンの聖地巡礼について書かれた記事である。記事では、マンガ家

のゆかりの地を聖地として、兵庫県の「手塚治虫記念館」、鳥取県の「水木しげるロード」、

手塚治虫、藤子不二雄、石ノ森章太郎、赤塚不二夫などが集まって住んだ東京都の「トキ

ワ荘」などを紹介している。 

 その中で、マンガ「こちら葛飾区亀有公園前派出所（以下：「こち亀」）」の舞台となった、

亀有の駅前派出所に、ファンが訪れるエピソードが書かれている。「こち亀」は、週刊少年

ジャンプで現在も連載中のマンガである。1976 年に週刊少年ジャンプで連載が開始され、

2009 年 3 月 3日現在、単行本は 163 巻まで刊行されている。 

記事内の他の事例は、マンガ家ゆかりの地としての聖地が書かれているが、「こち亀」に

関しては、舞台となった場所を聖地としている。 

 

3.2. アニメ聖地巡礼の誕生についての考察 

 結果から考えると、アニメ聖地巡礼は、1990 年代前半に始まったと考えられる。ただし、

「聖地巡礼」という呼称が使われたのがいつごろかに関しては、今回の資料の分析だけで

確定的なことは言えない。ここでは、聖地巡礼という名称が使われた 初のケースとして、

セーラームーンの舞台となった氷川神社を仮説的に挙げたい。 

 文献①に、アニメ聖地巡礼行動に関して、1991 年以降(「究極超人あ～る」が発売されて
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以降)そうした行動を著者もしていたが、聖地巡礼とは呼称しなかったという記述があるこ

とや、アニメでは無いにしろ、ライトノベルを旅行動機とした行動に対しても聖地巡礼と

いう呼び方ではなく「ミラージュ・ツアー」と呼んでいたことなどから考えて、聖地巡礼

という名称が使われ始めたのは、1991 年以降であると考えられる。しかし、文献②では、

「古くはセーラームーンの時代からあった聖地巡礼」と「聖地巡礼」という呼称を用いて

いる。そのように考えると 1992 年からテレビ放映が開始された、美少女戦士セーラームー

ンの舞台探訪が「聖地巡礼」と呼ばれ始めた 初の事例である可能性は高い。また、セー

ラームーンの聖地巡礼では、元々聖地である神社を訪ねていることも、聖地巡礼という呼

称を用いた原因と考えられる。 

 ただし、これらはあくまで今回選択した文献から言える仮説である。聖地巡礼という言

葉は、実は 1991 年以前から使われていた可能性もあるし、逆に文献②の著者が、当時は聖

地巡礼という言葉は用いていなかったのに、現在では用いており、書籍を執筆した際に、

行為の説明として該当する現在の言葉で表現した可能性もある。 

また、セーラームーン聖地巡礼と近い時期に聖地巡礼が確認されている「天地無用！」

の岡山県に関しても、巡礼対象は神社であるため、このケースが聖地巡礼の 初という可

能性も捨てきれない。今後、更なる検討が必要であろう。 

いずれにせよ、アニメ聖地巡礼行動が開始されたのは、1990 年代前半であることは言え

るだろう。メディアの発達を考えても、アニメの背景をじっくり見ることができるように

なるためには、ビデオの普及が必要であると考えられる。ビデオであれば、アニメを録画

し、画面を停止させることができ、背景をじっくりと見て、どこがロケ地かを推測するこ

とができる。もし、そういった技術がなければ、テレビで一度きりしか放送されないもの

を見て、背景がどこをモデルにして描かれたものかを断定しなければならない。 

 また、アニメ聖地巡礼行動の誕生を考える上では、映画やドラマのロケ地を見に行く旅

行行動がどのように始まり、人々にどのように受容されていたのか、についても明らかに

する必要があろう。 

 

3.3. アニメ聖地巡礼の展開にかかわる新聞・雑誌記事検索の結果 

 新聞・雑誌記事検索結果の内容を分析し、「状況説明」に該当した記事の内容を整理し、

表にまとめた(表 2-3)。 

 これらから、11 か所の地域でアニメ聖地巡礼やそれに類する行為、またはそうした行為

からの展開が見られることが分かった5。 

 

                                                  
5 アニメ聖地巡礼や舞台探訪を紹介するホームページなどでは他にもたくさんの地域でアニメ

聖地巡礼が行われていることがわかるが、本稿では、あくまで新聞・雑誌記事に取り上げられて

いる地域のみを扱った。 
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表 2-3 記事内で扱われている地域および関連作品の一覧 

 

記事内容 

ＩＤ 
地域 作品名 概要 

3-2・3-10・

12-2・13-1・

14-1・19-1 

長野県大町市 

おねがい☆ティー

チャー・おねがい

☆ツインズ 

・アニメ「おねがい☆ティーチャー」「おねがい☆ツイ

ンズ」では、木崎湖や JR 大糸線など周辺地域が描

かれている。 

・「おねがい☆ティーチャー」「おねがい☆ツインズ」

の監督は長野県松本市出身の井出安軌さん(46)。

・高校生の恋愛物語で、2002～2003 年にかけて衛

星放送 WOWOW で放送された。 

・放送終了後、湖畔周辺を「聖地」と呼び、「巡礼」と

称してファンが継続的に訪れた。 

・インターネットの掲示板などで情報がひろがり、全

国のファンが集まるようになった。 

6-1・6-2・

6-3・7-1・

7-2・7-3・

7-4・9-1・

9-2・9-3・

10-3・15-1・

15-2・16-9 

埼玉県北葛飾郡

鷲宮町 
らき☆すた 

・アニメ「らき☆すた」では、主人公のうち双子の姉

妹が住む「鷹宮神社」のモデルが鷲宮町の鷲宮神

社とされ、描かれている。 

・「らき☆すた」は、角川書店のゲーム誌「コンプティ

ーク」に連載されている美水かがみさん作の 4 コマ

漫画。 

・女子高生 4 人の普通の生活を描いた作品。 

・2007 年 4 月～2007 年 9 月まで、アニメ版が放送さ

れた。 

・2008 年正月三が日の初詣参拝客が 2007 年の 13

万人から 30 万人になった。 

・ファンが聖地巡礼をおこなっている。 

7-7 岡山県 天地無用！ 

・1990 年代半ばに、アニメ「天地無用！」の舞台と

なった岡山県が、ファンの聖地として訪問の対象に

なった。 

10-6・10-7 富山県南砺市 true tears 

・富山県南西部旧城端町（現南砺市）は、「true 

tears」のロケ地になった。 

・同町にある作品制作会社を訪れた監督が、街並

みを気に入り、舞台に取り入れた。 

・「true tears」には、町の風景や地元の祭りなどが、

そのまま登場する。 

・2008 年 1 月から首都圏などでテレビ放映されてか

ら、カメラを持った若者が目につくようになった。 
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10-10 広島県三次市 朝霧の巫女 

・広島県三次市は 2000 年から 2007 年まで月刊コミ

ック誌に掲載された「朝霧の巫女」の舞台となった。

・「朝霧の巫女」の作者は宇賀弘樹さん。 

16-1・16-2・

16-4・16-7・

18-1・18-2 

宮城県宮城郡 

七ヶ浜町 
かんなぎ 

・アニメ「かんなぎ」では、神社のモデルとされる鼻

節神社、ＪＲ仙台駅前、アーケード街、ＪＲ陸前高砂

駅周辺などが描かれている。 

・「かんなぎ」の原作者は宮城県出身の漫画家 

武梨えりさん。 

・産土神の萌え系美少女「ナギ」が活躍するストーリ

ーで、2008 年 10 月から東北放送でテレビアニメが

放映される。 

・七ヶ浜町の鼻節神社が「かんなぎ」に登場する神

社のモデルではないかと、インターネットで話題に

なり、ファンが訪れた。 

・鼻節神社への参拝客は以前の 5 倍以上。 

17-1 兵庫県西宮市 涼宮ハルヒの憂鬱
・兵庫県西宮市に、アニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」に登

場する場所がある。 

20-1 鹿児島県種子島 
秒速5センチメート

ル 

・アニメ映画「秒速 5 センチメートル」の第二話「コス

モナウト」は種子島が舞台。 

21-1・21-3・

21-6 

東京都神田 

戦国無双 2・戦国

BASARA2 

・歴史専門店「時代屋」では、2006 年秋ごろから女

性客の数が増え始めた。 

・現在では休日になると女性客が 6 割を占める。 

滋賀県長浜市 

・石田三成公事蹟顕彰会には、三成の屋敷跡や産

湯を取ったと伝えられる井戸、古文書のコピーがあ

る。 

岐阜県関ケ原町 

・町制 80 周年記念で、関ヶ原の合戦を再現するイ

ベントを開催。石田三成を主役とし、参加者を公募

したところ 8 割が女性だった。 
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図 2-1 兵庫県西宮市にある「涼宮ハルヒの憂鬱」の聖地の一つ 

（2008 年 8月 26 日筆者撮影） 

 

3.4. アニメ聖地巡礼の展開についての考察 

■アニメ聖地巡礼者の特徴について 

 附表から、アニメ聖地巡礼者の特徴を整理すると、以下の 5点が挙げられる。 

1 点目は、アニメで用いられた風景を撮影(3-5, 3-8, 10-2, 10-5, 11-1)6し、情報をイ

ンターネットで発信することである(3-3, 3-5, 5-3, 20-2)。 

この特徴から、情報化が旅行行動に影響を与えていることがわかる。従来であれば、旅

行者は、観光地や旅行会社、ガイドブックからの一方向的な情報を得て、それを参考に行

動していたが、アニメ聖地巡礼では、旅行者が情報を発信している。 

 2 点目は、ノートへの書き込み(3-7, 9-9, 10-8, 10-9, 11-2, 19-2)や絵馬(10-2, 15-12)、

アニメのグッズ(14-6)など、地域に何か巡礼の記念物を残す傾向にあることである。また、

それがさらに観光資源となり(9-5, 9-9)人を呼んでいるという事実もある。 

これらの、旅行先に何か書き込みをしたり記念物を残したりする行為については、古く

から旅行行動に見られる特徴である。アニメ聖地巡礼という行動様式が、従来の旅行行動

                                                  
6 以降括弧内の 3-5，3-8，などは、記事内容 ID を指すものとする。 
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の特徴も備えていることがわかる7。 

 3 点目は、旅行動機はアニメの舞台を訪ねることであるが、現地の人やファン同士の交流

を楽しむ(3-12, 9-10, 10-5, 11-4, 11-6, 14-5, 14-12, 15-11)ことである。 

アニメ聖地巡礼者が元々現地の人やファンと会うためにアニメ聖地巡礼をおこなったと

は考えにくい。もちろん、インターネットコミュニティ内のオフ会8として、アニメ聖地巡

礼をおこなうことは考えられるが、やはり、 も強い旅行動機としては、アニメの背景と

なった舞台を見たり、写真を撮ったりすることであると思われる(16-2, 18-6)。そうであ

るにも関わらず、現地の人との交流を楽しむことも多く、また、継続的に通ううちに当初

の目的であるアニメの背景を巡るという行為よりも、当該地域に愛着を持つ(3-6, 10-9)、

山登りや、なにげない喫茶店に入るようになる(14-14)など、当該地域を訪れることを目的

としていく者もいる(11-6, 15-11)。 

 4 点目として、7度目(11-6)、60 回目(3-5)、毎日(3-6)、月給の 2カ月分を使うほど(10-5)

など、リピーターが多く、中には高頻度で当該地域を訪れる者もいることである。また、

海外を含めた遠方からアニメ聖地巡礼に訪れる者もいる(7-6, 10-8, 18-4, 18-5)。 

 これについては、新聞・雑誌記事の分析であることが影響している可能性もある。高頻

度のリピーターであれば、記者が当地に出向いた際に出会う確率も増すであろうし、また、

新聞・雑誌記事という性質上、何度も来ている熱心な人がいる事やわざわざ遠方から聖地

巡礼に来ている人がいる事は、読者の興味をそそることであるため、ことさら強調されて

いる可能性もある。そのため、地域住民のコメントも併せて分析する必要がある。地域住

民のコメントについては後述する。 

 5 点目は世代と性別である。記事から明らかになるアニメ聖地巡礼者は 10 代から 40 代の

男性である(3-1, 3-5, 3-6, 10-1, 10-5, 11-6, 16-3, 18-6)。アニメ聖地巡礼行為とは異

なるが、記事 ID-21 にあるように、ゲームを動機とした歴史への興味から旅行に発展して

いる事例では若い女性が多い(21-4, 21-7)。 

これは、特徴の 1点目と関連する可能性がある。1点目では、インターネットで情報を発

信することを挙げた。岡本(2009)によると、旅行に出かける際の情報源としてインターネ

ットの検索サイトを用いて情報収集をおこなうのは、20 代から 40 代の男性と 20 代の女性

（旅行情報化世代）に多い。男性に関しては、聖地巡礼者に関してもインターネットの利

用が多いことがわかった。女性に関しては、今回の新聞記事の分析からでは、インターネ

ットを利用して情報収集をおこなっているかどうかはわからない。 

                                                  
7 アニメ聖地巡礼ではノートへの書き込みが残されているケースが多い。ノートは通常の観光地

やレジャー施設などにも置かれていることが多いので、聖地巡礼者のノートへの書き込みと通常

観光地やレジャー施設に置かれているノートへの書き込みを比較・対照することで、アニメ聖地

巡礼者の特徴を明らかにすることができる可能性が高い。そうした方法をとることで、アニメ聖

地巡礼者が残すノートの書き込みが従来の旅行者行動の範疇に収まるものかを検討することが

できると考えられる。 
8 インターネットコミュニティで知り合った者同士が現実空間で会うことをオフ会という。イン

ターネットコミュニティが“オン”ライン上であることの逆で、“オフ”という言葉を用いる。 
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 ただし、今回は、新聞・雑誌記事内で取り上げられているものしか扱っておらず、サン

プル数が少なすぎるため、断定はできない。ただし、上で見られるように異なる地域に関

する記事で、同じような傾向が見られることから、これが偶然であるとは考えにくい。今

後、更なる調査が必要であろう。 

 

■ アニメ聖地となった地元住民の動向について 

アニメ聖地巡礼者が訪れ、その結果当該地域が活性化する事例も見られた。 

 普段は年末休業する商店が開店し、売り上げが上がる(6-5)、神社への参拝客や初詣客が

増加する(6-1, 7-1, 9-1, 16-2, 16-9)、地域の旅館がアニメ聖地巡礼者のために宿泊プラ

ンを作る(11-1)、飲食店がアニメキャラクター関連のメニューを出す(9-8, 15-10)、アニ

メとは関係の無い喫茶店に入る(14-14)、商売をする喜びを改めて感じる(15-8)、地域側か

らアニメの著作権元に対してイベントやグッズのアイデアを出す(14-3, 15-4, 18-3)、地

元のアニメショップの売り上げが上がる(16-5)など、地元商業の活性化につながっている

(16-10)様子が見られる。 

 また、商工会、まちづくりグループ、地元企業などが、グッズの製作・販売(6-4, 7-5, 9-7, 

10-13, 10-15, 11-5, 12-1, 13-2, 14-10)を行ったり、イベント(10-11, 10-16, 11-7, 11-8, 

13-5, 13-6)を実施したりするケースや、県や町などの行政と協力(9-11, 9-12)するケース

も見られる。 

 こういった事象は、メディアコンテンツによる観光振興の事例で多く見られるものであ

ろう。メディアコンテンツを旅行動機として当該地域を訪れる行動に、NHK の大河ドラマに

よる観光が挙げられる。NHK の大河ドラマは毎年違った地域を舞台にし、舞台に選ばれた地

域には多くの観光客が訪れる。その際も当該地域はグッズやイベントを数多く実施し、バ

スツアーを受け入れ、さながら「大河ドラマ特需」のようになる。 

しかし、NHK の大河ドラマは、どこが舞台になっているのかについて、番組中で明らかに

されたり、情報番組や番組宣伝などで大きく取り上げられたりするため、周知の事実とな

るのに比べて、アニメ聖地巡礼の場合、どこが舞台になったかについては、明らかにされ

ていないことが多い。また、作品の背景として使用されていても、実際の風景とは少し変

更してあったり、様々な地域の背景を参考にして、架空の町を構築したりしている作品も

あり、NHK の大河ドラマとは異なる。 

 また、アニメ聖地巡礼者は熱心なアニメファンであることが予想され、グッズやイベン

トについてこだわりを持っている可能性もある。つまり、多少乱暴な言い方をすると、NHK

の大河ドラマを観光動機として観光に訪れる層は、例えば、伊達正宗の酒や、伊達正宗饅

頭、などのいわゆる普通の土産物でも購入する層であると推測できる。実際には、観光客

はもっと面白い土産物を期待している可能性もあるが、大河ドラマで観光振興をする地域

ではそういった工夫のない土産物を販売することが多い。 
しかし、アニメ聖地巡礼者は元々聖地巡礼に訪れているのであり、土産物を買いに来て
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いるのではない。また、アニメの背景を見て、写真を撮影するために、コストをかけて来

訪しているので、作品世界を愛していることが多いと考えられる。そうした場合、作品と

全く関係の無い商品に対して作品名をつけたり、キャラクターの絵をつけたりしただけで

グッズを販売するなどしても、好まれない可能性もある。 
そのように考えると、アニメ聖地巡礼は、アニメによる地域振興として、トップダウン

的に行政主導や国主導でおこなった場合、本稿で扱っているような巡礼者と地元住民との

関わりの中からグッズ開発やイベント実施がおこる、という展開にはつながりにくい可能

性もある。 
 本章における記事の分析からわかるのは、地域側の取り組みだけである。アニメ聖地巡

礼者がこの地域側の取り組みに対してどのような感想を抱き、そして、どの程度関与して

いるのか、についてさらに詳しく検討するためには、実際の事例を詳細に検討することで

明らかにする必要がある。 

 ここまでは、グッズやイベントなどの集客効果や経済効果に着目して、地元住民の動向

を整理したが、心理的な面ではどうだろうか。 

 地元住民がアニメ聖地巡礼者にどのような思いを持つのかについては、次の「アニメ聖

地巡礼者と地元住民との関わり」のところで、詳述する。ここでは、地元住民がアニメ聖

地巡礼者の来訪によって、地元への意識が変容していることを指摘したい。 

 アニメ聖地巡礼者が訪れ、地元に愛着を持つのを見て、地元住民が地元に素晴らしい景

色や魅力、可能性があることに気づいたり、感じたりする(14-7, 14-14, 15-8, 19-5, 19-6)

ことがある。そういった地元住民の中には、アニメ聖地巡礼者が当初やっていた写真を撮

影して、ブログやホームページで紹介する、という行為をおこなう(14-8, 19-4)、という

ことも起こっている。また、昔の価値観ではあまり評価されなかったことが、こうした価

値観の違う若い世代の来訪をうけて、評価される事態を驚く(21-5)こともある。 

 アニメ聖地巡礼者は地元住民にとっては何の変哲もない景色や場所を「聖地」として訪

れたり、カメラで撮影したりするため、それを見た地元住民が改めて自地域の良さを発見

することが起こるようである。価値観の違う者が地域を訪れ、地元住民と交流することは、

争いや行き違いの原因にもなりうるが、このように、地域住民が改めて自地域に誇りを持

つことにつながったり、以前までとは異なる価値を自地域に付与するような事態につなが

ったりすることもある。 

 

■ アニメ聖地巡礼者と地元住民との関わり 

 アニメ聖地巡礼が行われている地域での、アニメ聖地巡礼者と地元住民との関わりにつ

いて、新聞・雑誌記事の分析結果から考察する。 

 記事内容の分析から、地元住民がアニメ聖地巡礼者の行動に疑問の声を上げることや

(3-9)、具体的には地域や作品が挙げられていないものの、聖地巡礼自粛要請があったケー

ス(5-2)があることがわかる。 
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 しかし、実際に交流している地元の人々の感想を見ると、アニメ聖地巡礼者が来訪し始

めたころに関して、驚いた(3-8)、理解できなかった(3-12)、なんだろうなと思った(14-4)、

という表現があるものの、大騒ぎする人がいない(9-10)、マナーがいい(6-6)、自分の子供

みたい(14-9)、地元の人もアニメファンも今では常連(19-3)、など、記事から読み取る限

り、おおむね好意的である。地元住民側は、旅行者がアニメの聖地という元来その地域に

なかった要素を観光資源として来訪するため、なぜ人が訪れるのかについて疑問に思った

り、不思議に思ったりすると考えられる。 

通常の観光地であれば、観光資源に関してもともと地元住民が知識を持っていることが

多いだろうが9、アニメ聖地巡礼に関しては、逆に、旅行者のほうが、アニメ聖地としての

観光資源に関して知識が豊富である。それゆえ、通常の観光地とは逆で情報が地域側に少

なく、旅行者側に多いという事態が生じる。 

また、情報の質も異なる。アニメ聖地となっている場所は、その地域で大事にされてい

る場所であるとは限らない。アニメ聖地とされる場所は、神社のように、アニメ聖地とし

ての価値も、地域での価値も共にあるような施設もあるが、何の変哲もない道路や民家で

あることも多い。そのため、アニメ聖地巡礼者は、地元住民の価値基準からしてみると観

光資源とはなりえないようなものに対してカメラを向けたり、ありがたがったりすること

となる。そうした行為は、地元住民にとって、不審な行為、不思議な行為、理解できない

行為であるだろう。 

しかし、それが継続的に続いていくことで、ある地域ではその不信感が解消されるよう

である。 

アニメ聖地巡礼者と地域住民が言葉を交わす、アニメ聖地巡礼者の様子を見るなどする

ことで、地域住民もアニメ聖地巡礼者が何を求めて当該地域を訪れているかを理解するよ

うになり、不安がなくなっていくのだと考えられる。 

具体的には、巡礼者側が巡礼を通して様々な人と知り合う(10-5)、地元住民側が声をか

ける(11-1, 11-6)、話をする中で会話のルールを知る(14-12)10、巡礼者がお土産を持って

再訪する(15-11)などである。また、地域側が巡礼者用のお土産物を作る際に、インターネ

ットで巡礼者側の有志を募って、アドバイスを受ける(15-5)といった交流もなされている。 

 ただし、地域住民が来訪理由を理解できても、アニメ聖地巡礼者が大騒ぎをしたり、不

                                                  
9 無論、知識の多寡はある。旅行者のほうがその土地にある観光資源について、地元住民よりも

詳しい、という事態はよくある。ここで言及しているのは、観光資源が何であるか、というレベ

ルでの知識である。 
10 ここで言うルールは、「登場人物の名前は呼び捨てでなく、”たん”を付ける」というもので

あり、規範の類とは異なる。しかし、アニメ聖地巡礼者の場合、巡礼者は、こうしたアニメ用語

や隠語などを多用するため、これらのことを理解することは、コミュニケーションを円滑に進め

るためには重要なことである。また、地元の人がそうしたことを理解することは、アニメ聖地巡

礼者にとっては、安心してアニメ聖地巡礼をおこなうことができる環境を得られることにつなが

る。このような一見重要そうでないコミュニケーションの際のちょっとした言い回しや、ファン

にしかわからないような言葉を知っているかどうかが、円滑な関係を築く際に、必要になってく

るのかもしれない。 
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審な行動をとったり、地域に迷惑をかける行為に及んだ場合、記事から読み取れるような

好意的な反応を地域住民が示すとは考えにくい。アニメ聖地巡礼者の何が、地域住民に好

意的な反応を示させる要因なのであろうか。 

それは、本章の「アニメ聖地巡礼者の特徴について」の 3 点目で指摘したことが関連す

ると思われる。アニメ聖地巡礼者は、 初はアニメへの興味で当該地域を訪れるが、だん

だん地域自体を好ましく思ったり、地元住民との交流、ファン同士の交流などを好ましく

思ったりするケースもあるようだ。このような来訪者であれば、地元住民も好意的な反応

を示すと思われる。 

そのような中で、地元住民とアニメ聖地巡礼者が協力して、イベントやグッズ開発をお

こなうケース(11-7, 13-5, 13-6, 15-5, 18-7)が見られる。 

これらの分析から、アニメ聖地巡礼者が当該地域をアニメ聖地として巡礼をおこない、

そのことがきっかけとなって地域住民とアニメ聖地巡礼者が直接に交流する中で、相互に

理解し、お互いに態度に変化が生じ、協力関係を築くに至った可能性が指摘できる。 

 しかし、これはあくまで新聞・雑誌記事の分析結果からの推測であり、この点に関して

は、実際の事例を詳細に分析することで、さらに深く検討する必要がある。 

 

■ アニメ聖地巡礼に関する作品の関係者の態度 

 本稿で扱っているアニメ聖地巡礼は、アニメが無ければ起こりえない現象である。アニ

メ作品の関係者はどのような考えで、作品の中に現実の風景を使ったのであろうか。 

 今回の分析から言えるのは、監督や原作者の地元の風景や、実際に訪れて感銘を受けた

地域がアニメ作品に用いられている、ということである(3-10, 3-11, 10-3, 10-6, 14-1, 

16-7, 18-2)。今回の記事の分析からは、もともと町おこしに利用しようと思って背景とし

て用いた、というような意図は感じられない。よい景色であったから、馴染みの景色であ

ったから、という動機が強いものと推測できる。 

 アニメ聖地巡礼に関連して、作品の関係者はどのように考えたり、行動をしたりしてい

るのだろうか。 

 まず、アニメがそういった行為を引き起こしていることに関しては、好意的な意見を持

っている関係者の存在が明らかになった(3-11, 16-8)。また、モデルとなった地域を「明

か」す出版社もある(10-4)11。 

しかし、アニメ聖地巡礼行為が地域に迷惑をかけた場合には、発行元がファンに対して

聖地巡礼の自粛要請を出すことがあるようだ(5-2)12。 

                                                  
11 これに関しては、角川書店出版の雑誌コンプティークの付録（らき☆すた的遠足のしおり）

のことを指しているものと思われる。この記事では、「出版社が明かしたあとでファンが集まる

ようになった。」と記述されているが、著者がフィールドワークをおこない、アニメ聖地巡礼者

に事情を聴いたところ、それより前に先駆的な聖地巡礼者が訪れていたようである。 
12 ただし、本稿で分析した記事では、どの作品の聖地巡礼で自粛要請が出たのかは明らかにな

っていない。 
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 具体的な事例の中では、作品関係者は、地域振興につながっている事例に関して概ね好

意的な態度をとっているようである。具体的には、グッズやイベントなどにキャラクター

や背景原画などの使用許可を出す、グッズ製作やイベント実施に協力する(9-7, 14-3, 15-4, 

18-3)ことが確認された。また、地域側からアイデアが出れば一緒に盛り上げたいと意志表

明をおこなっている出版社もある(16-12)。 

 本稿の分析では、作品関係者に関してそれほど多くの情報を得られなかった。そのため、

現時点では考察を加えても事実関係が曖昧な憶測を並べることになってしまいかねないた

め、今後さらなる情報を集めた上で詳細な考察を加えたい。 

 

 

4. まとめ 

 

 本稿では、大きく分けて 2つのことを明らかにした。1点目はアニメ聖地巡礼の誕生時期

についてである。2点目はアニメ聖地巡礼の展開についてである。 

 アニメ聖地巡礼の誕生時期については、行為のはじまり、および、聖地巡礼という呼称

がいつから使われ始めたのか、について考察をおこない、どちらについても 1990 年代前半

ごろであることが明らかになった。今後、さらなる資料収集をおこなうとともに、アニメ

だけではなく、小説や映画のロケ地めぐりなどとの関連を調べていくことで、精緻な分析

をおこなう必要がある。 

アニメ聖地巡礼の展開については、4つの視点から分析を試みた。 

1 つ目の視点は、アニメ聖地巡礼者の特徴についてであり、以下の 5つの特徴が明らかに

なった。 

①アニメ聖地巡礼者は、アニメで用いられた風景を撮影し、情報をホームページで発信す

ること。 

②アニメ聖地巡礼者は、ノートへの書き込みや絵馬など、地域に何か巡礼の記念物を残し、

それがさらに観光資源となって人を呼んでいること。 

③旅行動機はアニメの舞台を訪ねることであるが、現地の人やファン同士の交流を楽しむ

ことがあること。 

④アニメ聖地巡礼者の中には、高頻度で当該地域を訪れるリピーターがいること。また、

遠方からもアニメ聖地巡礼に訪れる者もいること。 

⑤アニメ聖地巡礼者には「旅行情報化世代」が多いこと。 

 2 つ目の視点は、アニメ聖地とされた地域の地元住民の動向についてであり、アニメ聖地

巡礼者が来訪することで、経済的・心理的両面で地域の活性化が起こっていることが明ら

かになった。また、アニメ聖地巡礼者が訪れることで、地元住民の地域に対する再評価が

行われるケースがあることも明らかになった。 

 3 つ目の視点は、アニメ聖地巡礼者と地元住民の関わりについてであり、アニメ聖地巡礼
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者と地元住民の間には、出会い、コミュニケーション、相互変容、を経て相互協力関係が

構築されるケースがあることが明らかになった。 

コミュニケーションが行われることで、様々な情報がアニメファンから地域側に伝達さ

れ、地元住民がアニメファンを理解し、アニメファンが納得するグッズやイベントを実施

することができる。また、アニメファンも交流の中で、地域のことをよく知るようになり、

また、地元住民に自分たちのことをわかってもらえるようになり、違和感無く地域を訪れ

ることができるようになる。 

4 つ目の視点は、アニメ聖地巡礼に関するアニメ作品の関係者の態度であり、地域に迷惑

をかけた場合はアニメ作品の関係者がファンに対して聖地巡礼自粛要請を出す事例もある

ものの、おおむね好意的にとらえていることがわかった。ただし、この視点に関しては、

今回の分析では情報量が少なかったため、今後さらに情報収集をおこなった上で精緻な分

析をおこなうこととしたい。 

これらから、アニメ聖地巡礼および当該行為が要因となったまちづくりは、従来の「旅

行会社が企画・実施するツアー」という形態や、「地域側が主導して旅客を誘致する」とい

う形態とは異なり、「旅行者が主体的に旅行し、地域住民と相互作用する中で、お互いの態

度変容を促し、相互理解を促進する」旅行形態として捉えられる可能性がある。 

 ただし、今回の分析は、新聞・雑誌記事という二次資料の分析である。アニメ聖地巡礼

の特徴に関して、新聞や雑誌に取り上げられていない特徴が他にもある可能性は大きいし、

新聞や雑誌に取り上げられているのは特殊な一部の事例であり、アニメ聖地巡礼全般の特

徴として断定するのはあまりに危険である。 
 また、アニメ聖地巡礼者が地域住民にどのような影響を与えたのか、についても、新聞・

雑誌記事の分析だけでは、その詳細な過程は不明である。あくまで、記事に取り上げられ

た発言や態度をつなげて考察を加えると、そのような筋書きができあがる、という可能性

もある。また、様々な異なる地域で起こった出来事をまとめてアニメ聖地巡礼の特徴とす

るには、無理がある。 
 本稿では、まずアニメ聖地巡礼の誕生と展開の概観を明らかにすることが目的であった

ため、詳細な事例検討は行わなかったが、今後上のような問題を解決するためには、個々

の事例の詳細な検討および、個々の事例同士の比較が必要になるだろう。 

 また、新聞・雑誌記事検索に関して、今回は「アニメ 聖地巡礼」という検索キーワー

ドを用いたが、聖地巡礼という言葉が用いられておらずとも、同様の行為を報じた新聞・

雑誌記事が存在する可能性も高い。今後は、「アニメ 舞台」「アニメ ロケ地」などでも

検索をおこない、さらに多くの新聞・雑誌記事を収集し、分析する必要もある。 
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附表 

 

記

事

ID 

地
域 

作品名

記事 

記事内容 
分

類 
内容

ID 

3 

長
野
県
大
町
市 

お
ね
が
い
☆
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー 

お
ね
が
い
☆
ツ
イ
ン
ズ 

3-1 

2003 年 12 月 14 日 JR 大糸線海の口駅に横浜や群馬など県外ナ

ンバーの車で、10 代～30 代の男性十名ほどのファンが聖地巡礼

を行った。 

巡礼

者 

3-2 

木崎湖周辺や海の口駅は、2002 年 1 月～2003 年 10 月にかけて、

衛星放送の WOWOW で放映されたテレビアニメ「おねがい☆ティー

チャー」「おねがい☆ツインズ」の舞台となった。 

状況

説明

3-3 

アニメでは、木崎湖畔、駅舎、などの風景が忠実に描かれ、インタ

ーネットの掲示板などで情報がひろがり、全国のファンが集まるよ

うになった。 

巡礼

者 

3-4 テレビ放映終了後も、週末を中心に巡礼者が訪れる。 
巡礼

者 

3-5 

群馬県藤岡市の会社員(30)は毎週のように訪れる。日曜を中心に

朝 7 時に家を出る。六十回近く訪問。写真を撮影し、自宅に帰って

ホームページで「巡礼記」として公開。 

巡礼

者 

3-6 

長野県北安雲郡白馬村北城の会社員(29)は、仕事帰りにほぼ毎

日訪れる。「ここにいると、なんとも言えず心地いい。仕事がきつか

ったときは、気持ちが静まる」とコメント。駅のホームのクモの巣を

取り、周辺のごみ拾いもする。 

巡礼

者 

3-7 

駅の待合室には、ファンが書き込みをおこなうことができるようにと

地域住民が設置したノートがある。近くの住民が「駅舎に書かれる

よりはまし」と設置。ファンが自主的に更新し 15 冊に。 

巡礼

者と

地域

3-8 

コンビニ経営者(52)によると、2003 年夏、男性が「コスプレ」であら

われ、レジの前に立つ姿を写真に撮って欲しいと頼まれて、驚い

た。 

巡礼

者と

地域

3-9 
駅ノートに「地元の壮年」が「諸君に告ぐ。生産性のある行動をとら

れよ」と書き込む。 
地域

3-10 
「おねがい☆ティーチャー」「おねがい☆ツインズ」の監督は、松本

市出身の井出安軌（やすのり）さん(41)である。 

状況

説明

3-11 
「宇宙船を隠せる湖」として、木崎湖が浮かんだ。「何度も木崎湖を

訪れるファンにとっては、まさに思いでになるのでしょう」 

作品

関係

者 

3-12 

聖地の一つのコンビニで、店員と巡礼者の交流がある。コンビニ

経営者(52)は、はじめは、「アニメのことでどうしてそこまで…」と聖

地巡礼者の行動が理解できなかったが、今はもう慣れて若者たち

と顔なじみになった。 

巡礼

者と

地域
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5 
不
明 

不
明 

5-1 
聖地巡礼が行われることで、客人の増加を純粋に喜び、好意的に

対応するケースがある。 

巡礼

者と

地域

5-2 

来訪者のマナーが悪かったり、現地住民に迷惑をかけたりするケ

ースもあり、作品の発行元からファンに聖地巡礼自粛要請が出た

ものもある。 

巡礼

者と

地域

5-3 

作品の背景のキャプチャー画像と撮影してきた現地写真とを比べ

て、その異同を検証する「巡礼記」がインターネットで公開されてい

る。 

巡礼

者 

6 

埼
玉
県
北
葛
飾
郡
鷲
宮
町 

ら
き
☆
す
た 

6-1 

鷲宮神社の 2008 年正月三が日の初詣参拝客が 30 万人(昨年は

13 万人で、17 万人増。）県内の主な神社・仏閣の初詣客も 26 万人

増の 402 万人。埼玉県警地域課のコメント、「『らき☆すた』効果と

好天候が人出増の要因」 

状況

説明

6-2 

「らき☆すた」は美水かがみ作の 4 コマ漫画で、2007 年 4 月～9 月

まで、アニメ版が放送された。主人公は女子高生 4 人で、そのうち

2 人の姉妹が住む「鷹宮神社」のモデルが鷲宮神社とされ、ファン

が聖地巡礼に訪れている。 

状況

説明

6-3 

2008 年元日は待ち時間が例年の 2 倍になる。通常であれば、元

日をピークに参拝客は減少していく。鷲宮神社のコメント、「今年は

2 日、3 日とどんどん増えていった」。 

状況

説明

6-4 

2008 年正月鷲宮町商工会は、版元の角川書店から許可を得て、

正月限定グッズ、「キャラクターのおみくじ入りクッキー」1600 個、

原作者描き下ろしのポストカードを準備。クッキーが完売した。 

地域

6-5 
2008 年正月、「らき☆すた」効果で盛況だったため、例年は年末休

業する店も営業した。商店街の売り上げは倍増。 
地域

6-6 
鷲宮神社のコメント、「トラブルもなく、皆さんマナーよく参拝されて

いました。人が増えることはとても良いこと」。 
地域

7 

埼
玉
県
北
葛
飾
郡
鷲
宮
町 

ら
き
☆
す
た 

7-1 

鷲宮神社の 2008 年正月三が日の初詣参拝客が 30 万人(昨年は

13 万人で、17 万人増。）県内の主な神社・仏閣の初詣客も 26 万人

増の 402 万人。 

状況

説明

7-2 

「らき☆すた」は女子高生の普通の生活を描いた 4 コマ漫画で、

2007 年アニメ化。主人公の双子姉妹が住むという設定の鷲宮神

社には、ファンが訪れるようになった。 

状況

説明

7-3 
三が日の参拝客は元日よりも 2 日、2 日よりも 3 日と徐々に増えて

いき、若い人の姿が例年より目立った。 

状況

説明

7-4 
鷲宮神社のコメント、「アニメの影響で知名度が上がり、参拝客が

あふれて日没になっても列が引かなかった」。 

状況

説明

7-5 

2008 年正月に合わせて、鷲宮町商工会は「らき☆すた」にちなん

だ商品を限定販売。キャラクターが描かれたおみくじ入りクッキー

1600 個、ポストカード 5000 部が完売した。 

地域

7-6 
商工会職員(34)のコメント「近隣地域だけでなく遠方から訪れた方

も多く、感激している。もっと満足してもらえるよう頑張りたい」。 
地域
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岡
山
県

天
地
無

用 7-7 
1990 年代半ばには、人気アニメ「天地無用！」の舞台となった岡

山県が、ファンの"聖地"として訪問の対象になった。 

状況

説明

9 

埼
玉
県
北
葛
飾
郡
鷲
宮
町 

ら
き
☆
す
た 

9-1 
2008 年の正月三が日に、埼玉県鷲宮町の鷲宮神社に初詣客が

30 万人訪れた。前年は 13 万人であったので、倍以上に増えた。 

状況

説明

9-2 

「らき☆すた」とは、角川書店のゲーム誌「コンプティーク」に連載さ

れている漫画である。著者は美水かがみさん。2007 年 4 月から 9

月にテレビアニメ化され、作品に登場する双子の姉妹が住む神社

のモデルである鷲宮神社にファンが聖地巡礼に訪れた。 

状況

説明

9-3 

三が日には神社の鳥居から伸びる道が、東武伊勢崎線鷲宮駅か

ら伸びる道とぶつかる「鷲宮駅入り口」の交差点を越えて、駐車場

入りを待つ車が列をなし、本殿前にも参拝を待つ人で長い行列が

できていた。 

状況

説明

9-4 
2008 年 6 月 22 日は大雨だったが、らき☆すたファンらしい人の姿

が見られた。 

巡礼

者 

9-5 同日境内でキャラクターが描かれた絵馬を眺める人もいた。 
巡礼

者 

9-6 
埼玉県産業労働部観光振興室のコメント、「地元の商工会のサポ

ートが続いていることも、ファンの足を途絶えさせない」。 
地域

9-7 
2007 年末鷲宮町商工会では、角川書店の協力を得て、キャラクタ

ーグッズを製作、販売した。 
地域

9-8 

2008 年 4 月から「大酉茶屋わしのみや」で、「こなたぬき」「柊姉妹

の双子海老天そば」「つかさのバルサミコ酢パフェ」など、キャラク

ターの名前にちなんだメニューを提供。 

地域

9-9 
大酉茶屋では、ファンが食事をしながら、店内の色紙やグッズを見

たり、ファンが書き込んだノートを読む。 

巡礼

者 

9-10 
茶屋で働く女性のコメント、「大騒ぎする人もおらず、交流を楽しん

でいる様子」。 
地域

9-11 

鷲宮町役場は、「鷲宮神社」に暮らす姉妹と一家の特別住民票を

一万枚限定で作成した。役場、鷲宮町商工会、大酉茶屋でしか手

に入らない。（発売から 2 カ月）鷲宮町経済課商工観光係のコメン

ト、「残り 1000 枚を切った」。 

地域

9-12 
2008 年 4 月埼玉県が「埼玉ちょーでぃーぷな観光協会」のホーム

ページを作成し、鷲宮町、春日部市、新座市、を紹介。 
地域

10 

埼
玉
県
北
葛
飾
郡
鷲
宮
町 

ら
き
☆
す
た 

10-1 鷲宮神社では休日、カメラを手にした 10～40 代の男性が目につく
巡礼

者 

10-2 
境内の写真を撮影し、絵馬にアニメのキャラクターを描いて奉納す

る。 

巡礼

者 

10-3 

「らき☆すた」とは、埼玉県出身の漫画家、美水かがみさんがゲー

ム雑誌に連載している 4 コマ漫画で、女子高生の「ゆるい学園生

活」を描く。「らき☆すた」には、神社の神主の双子の娘が登場す

る。 

状況

説明
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10-4 
「らき☆すた」に登場する神社のモデルが鷲宮神社であると出版

社が明かしたところ、昨夏ごろからファンが集まるようになった。 

作品

関係

者 

10-5 

さいたま市の会社員(48)は、「月給の 2 カ月分は鷲宮で使った」と

いうほどのリピーター。目の前の風景と漫画の場面を重ね合わせ

て写真に撮ることが楽しく、「『巡礼』を通して色々な人と知り合える

のも魅力」とコメント。 

巡礼

者 

富
山
県
南
砺
市 

true 

tears 

10-6 

富山県南西部旧城端町（現南砺市）は、「true tears」のロケ地にな

った。同町にある作品の制作会社を訪れた監督が、街並みを気に

入り、舞台に取り入れた。「true tears」には、街の風景や地元の祭

りなどが、そのまま登場する。 

状況

説明

10-7 
2008 年 1 月から首都圏などでテレビ放映されてから、カメラをもっ

た若者が目に付くようになった。 

状況

説明

10-8 
JR 城端駅に置かれたファンの記帳ノートがある。首都圏や関西、

九州からの人も少なくない。 

巡礼

者 

10-9 
ＪＲ城端駅に置かれたファンの記帳ノートにあるコメント、「のどか

な町が好きになってきました」「冬にもまた来ようと思っています」。

巡礼

者 

広
島
県
三
次
市 

朝
霧
の
巫
女 

10-10 
広島県三次市は 2000 年～2007 年まで月刊コミック誌に掲載され

た「朝霧の巫女」の舞台となった。作者は宇賀弘樹さん。 

状況

説明

10-11 
町おこしグループが、2004 年から毎夏、作品に登場する店や神社

などを巡るウォークラリーを開催。 
地域

10-12 ウォークラリーには、多い年には千人ものファンが訪れる。 
巡礼

者 

10-13 
町おこしグループが、地域の酒造会社と共同で日本酒「朝霧の巫

女」を販売した。 
地域

10-14 

町おこしグループ副代表(57)のコメント、「ネット上の口コミで、市の

知名度も上がってきた」「一時のブームではなく、商店街が潤うよ

う、もうひと盛り上げしたい」。 

地域

埼
玉
県
鷲
宮
町 

ら
き
☆
す
た 

10-15 
埼玉県鷲宮町では、鷲宮町商工会が「らき☆すた」ストラップを作

り、1 万 5 千個を完売した。 
地域

10-16 
鷲宮町の協力があり、主人公たちを「住民登録」した。そのイベント

には、約 3500 人が集まった。 
地域

10-17 
鷲宮町商工会のコメント、「5 月までの半年間で経済効果は 4170

万円」。 
地域

11 

長
野
県
大
町
市 

お
ね
が
い
☆
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー 

お
ね
が
い
☆
ツ
イ
ン
ズ 

11-1 

アルペンハイム山正旅館の女将は、4 年ほど前の冬に、ファンの

「巡礼」に気づいた。隣の公園で写真を撮る人がいた。男性 1 人～

3 人で、黒っぽいコートにノートパソコン、カメラを持っているのが定

番。声をかけてみて、経緯を知り、宿泊料をサービスする「おねて

ぃプラン」を作った。 

巡礼

者と

地域

11-2 
旅館の食堂には交流ノートが置かれ、感想や状況が書き込まれて

いる。 

巡礼

者 

11-3 
巡礼する「聖地」は公園、湖の桟橋、JR海の口・稲尾両駅、湖畔の

コンビニ、主人公の家のモデルになった民家など。 

巡礼

者 
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11-4 

アニメの中では「縁川商店」として登場するコンビニでは、立ち寄る

ファンが店員との会話を楽しみながら、おやきやうどんを食べてい

く。 

巡礼

者と

地域

11-5 
木崎湖畔のキャンプ場では、森野苺(アニメのキャラクター)をラベ

ルにした日本酒を発売。ファンの行列ができた。 
地域

11-6 

神奈川県からの来訪 7 度目の男性(29)のコメント、「最初は話題づ

くりで来たが、今はここが好きで来ます。神奈川にも芦ノ湖とかあ

るけど、バリバリの観光地。こんなに静かでいいところはありませ

ん」。同行した初来訪の男性(29)のコメント、「キャンプ場の人が『お

お、来てくれたの』と歓迎してくれたのがうれしい」。 

巡礼

者 

11-7 

NPO 地域づくり工房が中心になって、「みずほプロジェクト～2017

年の木崎湖も美しく」が発足。ファンも参加して美化活動をしてい

る。ゴミを拾い、桟橋近くの水に潜って空き缶も回収する。 

巡礼

者と

地域

11-8 

「みずほプロジェクト」は 2008 年 9 月 1 日から１ヶ月間、木崎湖温

泉のゆーぷる木崎湖を主な会場としてアニメの背景原画展「アニメ

の中の木崎湖」を開催。展示作品の図録も販売予定。 

地域

12 

長
野
県
大
町
市 

お
ね
が
い
☆
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー 

お
ね
が
い
☆
ツ
イ
ン
ズ 

12-1 

アニメに登場した大町市・木崎湖周辺を走るＪＲ大糸線の駅や沿

線風景のイラストがついた「アニメのなかの大糸線入場券」が 2008

年 9 月 1 日から信濃大町駅で発売される。信濃大町駅員の発案で

ある。 

地域

12-2 

木崎湖は 2002 年初めから WOWOW で放映された「おねがい☆ティ

ーチャー」と「おねがい☆ツインズ」の舞台となり、今も聖地巡礼の

ファンが訪れている。 

状況

説明

12-3 
信濃木崎、稲尾、海の口、信濃大町 4 駅の入場券各 140 円をセッ

トにして、560 円で販売。 
地域

12-4 

ＪＲは、（信濃大町駅では）「ご利用の際、日付と駅名の入った改札

印を押します」とコメントしており、（郵送での販売は無いので）「ぜ

ひＪＲをご利用のうえ、ご来訪ください」とコメントしている。 

地域

13 

長
野
県
大
町
市 

お
ね
が
い
☆
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー 

お
ね
が
い
☆
ツ
イ
ン
ズ 

13-1 

木崎湖は2002～2003 年にかけて衛星放送WOWOWで放送された

「おねがい☆ティーチャー」および「おねがい☆ツインズ」の舞台と

なり、放送終了後、湖畔周辺を「聖地」と呼び、「巡礼」と称してファ

ンが継続的に訪れた。 

状況

説明

13-2 
ＪＲ東日本長野支社によると「大糸線の旅の思い出に」とのことで、

駅員が発案し「アニメのなかの大糸線入場券」が発売された。 
地域

13-3 

入場券には、信濃木崎、稲尾、海の口、信濃大町の 4 駅の駅舎な

どが描かれている。1 枚 140 円が 1 セットで定価 560 円。初日のみ

で約 200 セットが売れた。 

地域

13-4 
ＪＲ東日本長野支社のコメント、「多くの人に大糸線を利用してほし

い」。 
地域

13-5 

2008 年 9 月 30 日まで、地元の NPO やアニメファンなどが中心と

なって、温泉複合施設「ゆーぷる木崎湖」などで、アニメ原画展を

開催。 

巡礼

者と

地域
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13-6 
物語の時代設定である 2017 年にも美しい湖であるようにと、2008

年 9 月 21 日に、木崎湖畔で、清掃活用や交流会を催す。 
地域

13-7 
本イベントには、井出安軌監督（「おねがい☆ティーチャー」およ

び、「おねがい☆ツインズ」の監督）も参加予定。 

作品

関係

者 

14 

長
野
県
大
町
市 

お
ね
が
い
☆
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー 

お
ね
が
い
☆
ツ
イ
ン
ズ 

14-1 

木崎湖は、「おねがい☆ティーチャー」「おねがい☆ツインズ」の舞

台となった。「おねがい☆ティーチャー」「おねがい☆ツインズ」は、

2002 年～2003 年、衛星放送「WOWOW」で放映された。松本市出

身の井出安軌監督(46)の作品。高校生の恋愛物語で、木崎湖周

辺など、実際の街並みを背景として再現している。 

状況

説明

14-2 

2002 年 10 月、まちづくり NPO 代表(48)が、NPO 地域づくり工房を

「外発的でなく市民からの内発的なまちづくりをしたい」と思い設立

した。 

地域

14-3 
まちづくり NPO 代表(48)は「原画展を木崎湖でやりたい」と、背景

画を担当した会社「草薙」に相談。2006 年原画展が実現。 
地域

14-4 
Y ショップニシ、店員(32)のコメント、「うちは常連さんが中心だか

ら、はじめは、なんだろうなと思った」。 
地域

14-5 
Y ショップニシ、店員(32)のコメント、2008年6 月、作品のファンで店

を訪れていた東京の男性と結婚「縁結びの作品ですよ」。 
地域

14-6 

山正旅館の食堂横に設けられた一角には「風見みずほ」「小野寺

樺恋」など登場人物のフィギュアがならび、井出監督の色紙も飾ら

れている。 

地域

14-7 
山正旅館女将 (59)のコメント、アニメを見て「木崎湖ってこんなに

きれいだったの・・・・・・」。 
地域

14-8 
山正旅館女将は、一眼レフカメラで湖の風景写真を撮影し、ファン

に向けて、ホームページで公開している。 
地域

14-9 山正旅館女将 (59)のコメント、ファンを見て「自分の子供みたい」。 地域

14-10 

木崎湖キャンプ場は聖地のひとつであり、書き下ろしイラストのラ

ベルが貼られた地元酒蔵の日本酒、桟橋の端材をつかったキー

ホルダーなどのオリジナルグッズを販売。 

地域

14-11 木崎湖キャンプ場管理人は、2004 年から兄弟で管理人になった。 地域

14-12 

木崎湖キャンプ場管理人は、元々アニメには興味がなかったが、

ファンとの交流で「登場人物の名前は呼び捨てでなく、"たん"を付

ける」などのルールを覚えた。 

巡礼

者と

地域

14-13 
木崎湖キャンプ場管理人のコメント、「このブームに乗ってばかりも

いられない」。 
地域
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    14-14 

アニメがきっかけで訪れたファンが山登りをしたり、何気ない喫茶

店にも足を延ばすようになったことについて、木崎湖キャンプ場管

理人のコメント、「ここにはそういう魅力があるんですよ。僕らはた

だ、湖を汚さずにいればいい」。 

地域

15 

埼
玉
県
北
葛
飾
郡
鷲
宮
町 

ら
き
☆
す
た 

15-1 
埼玉県鷲宮町の鷲宮神社には、「らき☆すた」人気で、前年の倍

以上の 30 万人が 2008 年の初詣に訪れた。 

状況

説明

15-2 

角川書店の雑誌「コンプティーク」に美水かがみさんが連載してい

る漫画『らき☆すた』が 2007 年 4 月にテレビアニメ化された。半年

間の放送が終わる前後から、作品に出てくる双子姉妹が住む神社

のモデルとなった鷲宮神社を詣でるファンが増え始めた。 

状況

説明

15-3 

鷲宮町商工会経営指導員のコメント、「訪れる人たちはマナーが

良く、迷惑をかける行為もない。そんな人たちに、何かお土産にな

るようなものがあれば」。 

地域

15-4 
鷲宮町商工会経営指導員のコメント、角川書店に連絡し「20 も 30

も思いつくままに企画を出してやる気をみせた」。 
地域

15-5 
ネットを通してキャラクターグッズに詳しい有志を募り、アドバイス

を受けた。 

巡礼

者と

地域

15-6 キャラクターが描かれた住民票は 1 万通が品切れになった。 地域

15-7 
2008 年秋には「らき☆すたみこし」が登場し、ニュースにもとりあげ

られた。 
地域

15-8 

鷲宮町商工会経営指導員のコメント、「個々の店が改めて商売す

る喜びを感じてくれた。地域の商店が生き残る可能性が感じられ

た」。 

地域

15-9 
鷲宮町商工会経営指導員のコメント、「グッズありきではブームは

終わる。町そのものを愛してくれるようにならないと」。 
地域

15-10 

商店街の飲食店 13 店を中心に「らき☆すた」メニューを作ってもら

ったところ、その全メニューを 9 月末までに 642 人のファンが制覇し

た。 

巡礼

者 

15-11 
鷲宮町商工会経営指導員のコメント、「お土産をもって再訪したり、

帰れなくなって店に泊めてもらう人も出た」。 
地域

15-12 
現在も週末を中心に、鷲宮神社にファンが巡礼に訪れ、絵馬を奉

納し、「らき☆すた」メニューを食べて帰っていく。 

巡礼

者 
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16 

宮
城
県
宮
城
郡
七
ヶ
浜
町 

か
ん
な
ぎ 

16-1 

七ヶ浜町の鼻節神社は、テレビアニメ「かんなぎ」に登場する神社

のモデルではないかと、インターネットで話題になり、ファンが訪れ

た。 

状況

説明

16-2 
七ヶ浜町観光協会によると、参拝客はこれまでの 5 倍以上に増

加。 

状況

説明

16-3 
登米市のファンの男性(45)のコメント、「アニメそのままの風景で感

動した」。 

巡礼

者 

16-4 

アニメでは特定の地名は出ないが、神社のほかにも、青葉区のＪ

Ｒ仙台駅前やアーケード街、宮城野区のＪＲ陸前高砂駅の周辺を

思わせる風景が登場。 

状況

説明

16-5 

青葉区の「アニメイト仙台店」では、かんなぎの原作本や DVD が全

国の同規模店の 2 倍以上売れた。専用コーナーを２ヵ所設けて対

応している。 

地域

16-6 
アニメイト仙台店店長のコメント、「仙台発のアニメとあって、地元フ

ァンの関心は高い」。 
地域

16-7 

かんなぎの原作者は宮城県出身の漫画家武梨えりさん。産土神

の化身で萌え系美少女の「ナギ」が活躍するファンタジーで、2008

年 10 月にアニメ化された。 

状況

説明

16-8 

一迅社（原作の出版元、東京）のコメント、「背景に説得力を持たせ

ようと、作者を交えて仙台市周辺でロケハンを重ねた。ご当地アニ

メとして楽しんでくれるのはありがたい」。 

作品

関係

者 

鷲
宮
町 

ら
き
☆
す
た 

16-9 

2007 年に放映されたアニメ「らき☆すた」の舞台となった埼玉県鷲

宮町は今でも国内外からファンが訪れる。主人公が住んでいる設

定の鷲宮神社の 2008 年の初詣客は前年より１７万人増の３０万

人。 

状況

説明

16-10 
埼玉県鷲宮町商工会のコメント、「ガラガラの商店街に活気が戻っ

た。経済効果は億単位だろう」。 
地域

七
ヶ
浜
町 

か
ん
な
ぎ 

16-11 
七ヶ浜町のコメント、「かんなぎ効果をどう生かせるか検討した

い」。 
地域

16-12 
一迅社（原作の出版元、東京）のコメント、「地元から話があれば一

緒に盛り上げたい」。 

作品

関係

者 

17 

兵
庫
県
西
宮
市 

涼宮ハル

ヒの憂鬱 

17-1 

兵庫県がサブカルチャーを商業、観光資源として活用する構想を

まとめた。その中に「涼宮ハルヒの憂鬱」に登場する場所を「聖地

巡礼」として観光コース化する案がある。 

状況

説明

17-2 
兵庫県新産業立地課のコメント、「イメージにとらわれず、地域資

源として再評価されるきっかけにしたい」。 
地域
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18 

宮
城
県
宮
城
郡
七
ヶ
浜
町 

か
ん
な
ぎ 

18-1 
2009 年 1 月 1 日、テレビアニメ「かんなぎ」に登場する神社のモデ

ルとされる鼻節神社にアニメファンが初詣に訪れた。 

状況

説明

18-2 

「かんなぎ」の原作者は宮城県出身の漫画家武梨えりさん。産土

神の萌え系美少女「ナギ」が活躍するストーリーで、東北放送でテ

レビアニメが放映中。 

状況

説明

18-3 

七ヶ浜町観光協会と仙台のファンが協力して、特製ハンカチを観

光ガイドブックなどと一緒に配布。ハンカチはナギらを描いた限定

１００枚で、出版元の許可を得て製作、初詣で客に渡した。 

巡礼

者と

地域

18-4 愛知や神奈川などから来るファンもいた。 
巡礼

者 

18-5 
香港から来日し、2 週間で日本のアニメゆかりの“聖地巡礼”中と

いう男性 3 人組も参拝。 

巡礼

者 

18-6 
会社員の男性(26)のコメント、「神社はアニメそっくりで感動した。

ハンカチのサービスも予想外」。 

巡礼

者 

18-7 

ハンカチ配布を企画した仙台市の男性(37)のコメント、「聖地巡礼

をするファンのために事前告知はせず、サプライズとして配った。

神社を大事にしている地元の方と協力していきたい」。 

巡礼

者 

18-8 

ハンカチ配布を企画した仙台市の男性(37)は、2008 年、著者の武

梨さんが病気で休載をした際、他のファンとともに神社で回復祈願

をした。 

巡礼

者 

18-9 神社のお守り 100 個が早々に売り切れた。 地域

18-10 
氏子青年会事務局長(55)のコメント、「アニメ放送は最近知った。

神社の活性化を願ってきたので、遠くからの参拝客はうれしい」。 
地域

18-11 
七ヶ浜町観光協会のコメント、「これを機に、東北のリゾート地であ

る七ヶ浜の良さを一層アピールしたい」。 
地域

19 

長
野
県
大
町
市 

お
ね
が
い
☆
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー 

お
ね
が
い
☆
ツ
イ
ン
ズ 

19-1 

木崎湖と大糸線など周辺地域は 2002 年～2003 年にかけて衛星

放送 WOWOW で放送された「おねがい☆ティーチャー」と、続編「お

ねがい☆ツインズ」の舞台となった。いずれも、松本市出身の井出

安軌監督の作品。高校生の恋愛物語であり、放送終了後、ファン

が湖周辺を「聖地」と呼び、そこを訪れる「巡礼」が行われている。 

巡礼

者 

19-2 
木崎湖が見える海の口駅の駅舎にはノートが置かれ、「巡礼に来

ました。」など、多くの書き込みが残っている。 

巡礼

者 

19-3 
Y ショップニシ店員(32)のコメント、「人と人との出会いのきっかけに

なれば。地元の人も、アニメファンも、今では常連」。 
地域



岡本健「アニメ聖地巡礼の誕生と展開」 

CATS 叢書 Vol.1『メディアコンテンツとツーリズム』第 2章 
© OKAMOTO Takeshi, 2009 

 60

 

    

19-4 
Y ショップニシ店員(32)は、大糸線や木崎湖、北アルプスなど沿線

の風景を写真に撮り、ブログに掲載するようになった。 
地域

19-5 

Yショップニシ店員(32)の海の口駅に関するコメント、「お店と同様、

アニメに出て誇らしい気持ち。ファンのお陰で、この景色が大切な

ものに思えるようになった。山、空、湖の色を見ても毎日違う。四季

を愛（め）でるのが楽しい」。 

地域

19-6 

アルペンハイム山正旅館の女将(59)のコメント、「電車が来ると何

だか懐かしい気持ちになる。たまに電車に乗るけど、車窓からの

北アルプスの風景も好き」。 

地域

19-7 
アルペンハイム山正旅館に泊まるファンが増え、リピーターとな

る。 

巡礼

者 

19-8 
2008 年 9 月にＪＲが販売した「アニメのなかの大糸線入場券」1000

セットが 1 週間かからずに完売した。 
地域

19-9 

NPO 代表(48)のコメント、「放送から約 6 年。訪れる人はまだ多い

が、いつまでもアニメ人気だけに頼れない。地域と連携して地元の

食材で駅弁を作るなど、新たな試みが必要。そうすれば活路が開

けるはず」。 

地域

20 

鹿
児
島
県
種
子
島 

秒速 5 セ

ンチメー

トル 

20-1 
アニメ映画「秒速5センチメートル」の第二話「コスモナウト」は種子

島が舞台。 

状況

説明

20-2 
若年層に人気で、県外から来て作中に登場する場所を探す「聖地

巡礼」記もネットで見かける。 

巡礼

者 

21 

東
京
都
神
田 戦

国B
A

S
A

R
A

2 

戦
国
無
双2 

21-1 
歴史専門店「時代屋」では、2006 年秋ごろから女性客の数が増え

始める。現在では休日になると女性客が 6 割を占める。 

状況

説明

21-2 

「時代屋」女将のコメント、「入口はキャラクター萌えなんですが、ア

ニメの架空の人物と違って戦国武将は実在の人物。リアリティーを

感じるので、好きなキャラはより深く知りたいと思うんです。」 

地域

滋
賀
県
長
浜
市 

21-3 
石田三成公事蹟顕彰会には、三成の屋敷跡や産湯を取ったと伝

えられる井戸、古文書のコピーがある。 

状況

説明

21-4 

石田三成公事蹟顕彰会理事長(78)のコメント、「北海道から九州ま

で、あちこちからやってくる人がこの数年で突然増えたんです。9

割が若い女性。たまに男性を見ると思ったら、彼女に半ば強引に

引きずられてますね」 

地域
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21-5 

石田光成公事蹟顕彰会の理事長(78)のコメント、「私らが若いころ

は、三成さんといえば戦に負けた人気のない悪者。恥ずかしくて石

田町出身というのを隠したぐらいです。この人気には戸惑ってます

ね。」 

地域

岐
阜
県
関
ケ
原
町 

21-6 
町制 80 周年記念で、関ヶ原の合戦を再現するイベントを開催。石

田三成を主役とし、参加者を公募したところ 8 割が女性だった。 

状況

説明

21-7 

関ヶ原町役場のコメント、「若い女性の観光客が増えて、ほとんど

が三成が本陣を置いた笹尾山に行かれるんです。三成の義理堅

さを特集しようとなりました。」 

地域
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アニメ聖地巡礼の生起要因についての一考察： 

認知心理学的観点から 

嘉幡 貴至1 

 

 

1. はじめに 

  
埼玉県鷲宮町は、アニメ「らき☆すた」の舞台となったことからアニメファンが観光に

訪れるようになった。このような、アニメ作品の舞台となった地域にアニメファンが訪れ

る「聖地巡礼」現象は鷲宮町だけで起こっているのではない。たとえば、アニメ「涼宮ハ

ルヒの憂鬱」の舞台となった兵庫県西宮市周辺は、作品中で建物や風景が忠実に再現され

ていることから、多くのアニメファンが訪れている（図 3-1）。他にも、アニメファンが聖

地を訪れるという現象は全国各地で起きている。 

 全国各地で見られる聖地巡礼現象であるが、作品によって、内容、ファン層、聖地の場

所などはもちろん異なる。しかし、アニメ作品を何らかの形で視聴したことがきっかけと

なり、結果的に聖地巡礼につながっていることはどの事例においても共通している。では、

アニメを視聴するという行為はどのようにして聖地巡礼に結びつくのであろうか。 

実際、アニメ視聴から聖地巡礼行動の生起までのプロセスを追った観察的調査研究はま

だおこなわれていないようである。アニメの視聴者が聖地の存在を知り、そこへ行きたい

と思い、実際に巡礼するまでの過程には、様々なレベルの情報処理が関与していると考え

られる。本稿では、アニメの視聴が聖地巡礼に発展するまでの情報処理過程について認知

心理学的な視点から考えてみたい。 

 
 
2. 認知心理学研究からの知見 

  
アニメ視聴から聖地巡礼行動に至るまでのプロセスは認知心理学的な視点から見ても興

味深い。アニメを視聴するという行為は視覚と聴覚からの連続的な情報入力ととらえるこ

とができる。認知心理学では、入力された情報の処理過程や、処理された情報が以後の行

動に与える影響についての研究が盛んにおこなわれている。それゆえ、アニメ視聴によっ

て入力された情報がどのように処理されているのか、その情報処理はアニメ視聴後の行動 

                                                  
1 神戸大学大学院 国際文化学研究科。本章に関する一切の著作権は、原著作者（嘉幡貴至）に

帰属します。kabata@stu.kobe-u.ac.jp 
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図 3-1 兵庫県西宮市で見られる、アニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」に登場する風景（筆者撮影） 

 

 

にいくらか影響を与えているのだろうか、という疑問に認知心理学的な視点から迫ってみ

ることで、聖地巡礼行動を考える上での新しい知見を見出すことが期待できると考える。  

認知心理学や社会心理学では、対象への接触回数の増加が、その対象への好意度を高め

るという現象が報告されている。この現象は「単純接触効果(mere exposure effect)」と

呼ばれる。単純接触効果が盛んに研究されるきっかけとなったのは 1968 年に発表された

Zajonc の研究であった(Zajonc 1968)。 

 Zajonc (1968)は、トルコ語を知らない実験参加者にトルコ語の単語を異なる回数（0回、

1回、2回、5回、10 回、25 回）提示し、単語に対する好ましさを「良い」から「悪い」ま

での 7 段階で評定させる実験をおこなった。実験の結果、反復提示される回数が多い単語
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ほど、好意度評価が高まることが示された。後続の研究において、このような対象の反復

提示による好意度の上昇は、トルコ語だけでなく、漢字、顔、名前、写真、音、絵画など、

様々なタイプの刺激を用いた実験で確認されている（宮本・太田 2008）。 

さらに、意識的な知覚を伴わない刺激提示事態でも単純接触効果は生じる(Kunst-Wilson 

& Zajonc 1980)。Kunst-Wilson & Zajonc (1980)では、わずか 1 ミリ秒の提示を 5 回繰り

返した無意味図形と、未提示の無意味図形に対してどちらが好ましいかを実験参加者に判

断させたところ、偶然を上回る確率で反復提示した無意味図形が選択された。意識的に知

覚されない閾下刺激でも反復して提示されることによる好意度の上昇が見られたことから、

この現象は閾下単純接触効果(subliminal mere exposure effect)と呼ばれている。閾下単

純接触効果は、意識的な自覚を伴わない潜在的な認知が、意思決定に影響することを示唆

している。 

しかも、閾下での接触と閾上での接触を比較すると、閾下のほうがより強い単純接触効

果を生むという報告もある(Monahan, Murphy, & Zajonc 2000)。つまり、視覚や聴覚など

の感覚入力は、われわれが気づかないレベルで処理され、知らず知らずのうちに判断や行

動に影響を与えており、時にそれは、意識的な認知機能よりも強い影響力を持っている可

能性があるということである。 

 

 

3. アニメ視聴と単純接触効果 

 

連続番組として放映されるテレビアニメは、週 1回のペースで全 10 話以上の構成になっ

ているものが多い。つまり、アニメ番組の視聴者には、毎週決まった時間に同じカテゴリ

の刺激の入力が繰り返されている。インターネットによる配信や、DVD やビデオによる視聴

では事情は異なるが、いずれにせよ、同カテゴリの刺激が反復提示されていることに変わ

りはない。実は、このような状況は単純接触効果を生起させる実験事態と非常に似ている。

前節で述べたように、単純接触効果は刺激提示が意識的に自覚されないような状況でも生

起する。この知見から考えると、「作品中に○○が出てきた」ということに気づいているか

否かに関わらず、アニメ視聴時に入力される刺激の潜在的な処理によって、その作品自体

や作品に関連する対象への好意的態度の礎が築かれているということになる。また、単純

接触効果の実験では、最大提示回数を 10～30 回に設定しているものが一般的であるが、こ

の回数は 1，2クールに渡って放映されるテレビアニメの放映回数と偶然にも似ている。 

 こうした共通点からも、単純接触効果のような潜在的に機能する認知メカニズムは、聖

地巡礼行動にも影響を及ぼしている可能性が示唆される。たとえば、「らき☆すた」を例に

とって考えて見ると、鷲宮町の風景を基にした映像が、毎週オープニングテーマ曲と共に

視聴者に提示されていた。つまり、視聴者は意識的であるか、ないかは別として、この映

像を処理していたはずである。そして、この何の変哲もないアニメ視聴の繰り返しが、作
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品への好感を増幅させ、聖地巡礼行動を生起させる一因となっていたのかもしれない。 

現代社会では、視聴覚メディアやインターネットの普及から、日常生活における様々な

刺激への接触機会や量が増えており、これらが潜在的認知や情動に影響を及ぼすことが指

摘されている（下條 2008）。特に、ここ数年は、動画配信サービスを多くの人が手軽に楽

しめるようになり、インターネット環境さえあれば、時間や地域に関係なく、テレビアニ

メを視聴することができるようになった。そして、時を同じくして、アニメ聖地の巡礼現

象も注目を集めるようになった。単純接触効果は、両者の関係性を示唆するキーワードの 1

つであるのではないかと筆者は考えている。 

 

 

4. おわりに 

 

本稿では、アニメ聖地巡礼との関連が予想される認知現象として単純接触効果を中心に

紹介した。アニメ作品の視聴から聖地巡礼の生起までには、単純接触効果以外にも、様々

な心理的要因が関わっているだろうということは想像に難くない。偶然アニメの存在を知

り、その作品を見始め、やがて聖地の存在を知り、足を運びたいと思い、実際に聖地に赴

き、貴重な体験を得る、そしてまた行きたいと思う。この段階にたどり着くまでには、ひ

とつひとつの行動に対するポジティブなフィードバックが繰り返されていて、段階を踏む

ごとに聖地巡礼への動機付けが増していくのかもしれない。また、アニメ作品中に登場す

る風景と、実際に自分の目の前に広がる風景が一致したときの満足感や、共通の趣味をも

つ人々と出会えたときの共感も聖地巡礼の醍醐味であろう。しかし、その起点がアニメ作

品を見てまだ間もない初期の段階にあり、意識に上らないレベルでポジティブな経験が積

み重ねられてきたものである可能性を単純接触効果は示唆している。アニメ聖地巡礼行動

については、今後、学際的なアプローチによって研究が進められていくことが予想される。

その 1 つとして、認知心理学的な情報処理過程の側面からも有用な知見が提供されること

を望んでいる。 

 

 

 

本稿は『北海道大学文化資源マネジメント論集』Vol.009（2009 年 2 月 19 日）に掲載された

拙稿「アニメ聖地巡礼の生起要因についての一考察－認知心理学的観点から－」を CATS 叢書向

けに整形して再録したものである。 
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いかにして神社は聖地となったか： 

公共性と非日常性が生み出す聖地の発展 

佐藤 善之1 

 

 

1. 序論 

 

 聖地という語は元来、その場の持つ宗教性を前提として用いられてきた。しかし近年に

おいては、宗教性の有無にとらわれない用いられ方をすることが多々ある。松井圭介は「聖

地は必ずしも宗教的なものに限られておらず、現代は「オタクの聖地」や「恋人の聖地」

といった新手の聖地群が次々と創造されている」（松井 2008:20）ことを指摘する。現代に

おける聖地は宗教性ではなく、人を惹きつける固有の価値、つまり非宗教的聖性（以下、

便宜上「聖性」と記す）によって創りだされるのだ2。 

 こうした現代的聖地（以下、便宜上「聖地」と記す）のひとつに、オタク3系文化におけ

る聖地がある。後に詳しく見るが、これは簡単にいうとアニメやマンガの舞台となった場

所のことを指す。 

 オタク系文化における聖地は全国各地に数多く存在するが、この中には神社も少なから

ず含まれている。そして、これらの神社には多くのファンが参拝に訪れる。神社という宗

教的な空間が、非宗教的な理由によって多くの人を惹きつけているのだ。では、このよう

な現象は一体なぜ生じたのだろうか。その理由を明らかにすることにより、聖地形成と発

展の一因を示すことができるだろう。 

 神社は公共性を持つ空間であり、誰にでも開かれた場所として存在する。そして、神を

祀る非日常的空間でもある。神社の持つこうした特質が聖地としての発展を助け、結果と

して多くの参拝客を集めたのではないだろうか。 

 本稿ではオタク系文化の聖地となった神社が発展していく過程を追うことにより、聖地

と神社の関係を探る。そのために、まずオタク系文化の聖地に関する基礎考察を行なう。

その上でアニメ「らき☆すた」の聖地である鷲宮神社を題材として、オタク系文化の聖地

                                                  
1 國學院大學神道文化学部。本章に関する一切の著作権は、原著作者（佐藤善之）に帰属します。

fa50128001@aol.com 
2 もっとも、松井は 9世紀のサンティアゴ・デ・コンポステラを例として、「聖地創造という現

象は必ずしも現代的とはいえない」ことも指摘している（松井 2008:20-21）。 
3 本稿での「オタク」とは、東浩紀のいう「コミック、アニメ、ゲーム、パーソナル・コンピュ

ータ、ＳＦ、特撮、フィギュアそのほか、たがいに深く結びついた一群のサブカルチャーに耽溺

する人々の総称」（東 2001:8）を指す。なお、本稿では個々の作品を愛する人々については「フ

ァン」と表記している。 
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における神社の役割について考察していく。 

 なお、鷲宮神社の聖地としての発展は極めて急速かつ劇的なものであり、その過程が例

外的なものである可能性は否定できない。今後、他の事例との比較を交えながら慎重に検

討を加えていく必要があるだろう。 

 

 

2. 聖地の基礎考察 

 

2-1. 「オタク系文化の聖地」とは何か 

 オタク系文化における聖地とは一体何か。山村高淑は便宜上、「アニメ作品のロケ地また

はその作品・作者に関連する土地で、且つファンによってその価値が認められている場所

のこと」を「アニメ聖地」と定義した（山村 2008:146）。ならば、オタク系文化における

聖地とはアニメやマンガ、ゲームなどの作品（ないし作品群）によって聖性を与えられ、

それがファンの間で共有されている場所のことといえるだろう4。もちろん、作中に登場す

ればどんな場所でも聖地となる訳ではない。複数の人々の間でその場が持つ聖性の共有が

なされなければ聖地とは成り得ない。社会的に承認された場所のみが聖地と呼ばれるのだ。 

 

2-2. 「聖地巡礼」とはいかなる行為か 

 個々の聖地を巡る行為を「聖地巡礼」と呼ぶことがオタクの間で定着している（柿崎 

2005:4）。この呼び方は巡礼という宗教的な語句を含んでいるが、対象となる聖地が基本的

に非宗教的な場である以上、やはり非宗教的行為であると理解される。 

 実際に聖地巡礼を行った者（以下、巡礼者と記す）の感想は、ホームページやブログ、

あるいは同人誌など様々な形で目にすることができる。これらの感想を見ると、彼らは聖

地をとりまく作品のイメージを巡りながら、食事や買い物あるいはイベント参加などの行

為を楽しんでいることがわかる。作品の舞台となった風景を巡って写真を撮り5、そのつい

でに現地の名産や名所を楽しむ。そして、もし可能であれば作品に関連するイベントに参

加するのである。 

 こうした楽しみ方は、一般的な観光旅行のそれと何ら異なるものではない。観光客の多

くは、事前に抱いたイメージどおりの風景と魅力的な特産をその地に求めているのではな

いか。例えば歴史上の人物ゆかりの地を巡るツアーを想像してみるとよいだろう。オタク

                                                  
4 個々の作品が作り出す聖地の他に、オタクの街・秋葉原や、コミックマーケット（日本最大の

同人誌即売会）に代表される各種イベントの会場となる東京国際展示場（ビッグサイト）もオタ

ク系文化の聖地として挙げられることがある（松井 2006:11）が、これらはオタク系文化を象徴

する空間という意味で聖地と呼ばれているように思われる。個々の作品によって生み出された聖

地とは少なからず意味合いが異なるのかもしれない。この差異に関しては今後の詳しい研究が必

要とされる。 
5 デジタルカメラとアニメやマンガのシーンをプリントした紙を用い、現地で両者を比較するこ

とも多いようだ。特に聖地を新たに「発見」するためには、こうした作業は欠かせない。 
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たちが行なう聖地巡礼も決して例外でない。聖地巡礼とは観光の一形態なのだ。そして観

光である以上、巡礼者の目的も一般的な観光と異なるものではない。では、観光の目的と

は一体何か。須藤廣によれば、観光の目的は次のようになる。 

 

観光とは＜非日常性＞の追求であり、日常の現実とは異なる「もう一つの現実」を求め

て、日常の＜外部＞へと向かう欲望－中略－に根ざしている。（須藤 2008:35-36） 

 

 つまり、観光とは非日常の追求に他ならない。そして巡礼者たちもまた、日常を離れ非

日常を求めて聖地へと向うのだ。 

 

2-3. 聖地の抱える問題 

 聖地とは必ずしも地域主体で生まれるものではない。元となる作品のファンが一方的に

見出すケースの方が遥かに多い。そのため、次のような問題が生じる可能性がある。 

 第一に、場所の問題がある。聖地は基本的にファンが作品を元に見出すものであるため、

地元住民にとってあまり好ましくない場所が聖地化してしまう可能性がある。 

 第二に、持続性の問題がある。岡本健が指摘するように、「ブームが去ってしまうと観光

地として持続しない可能性がある」（岡本 2008:1）。つまり、聖性の寿命の問題である。ア

ニメやマンガ、あるいはゲームなど、膨大な量の作品が毎日のように生み出され続けてい

る現状を考えれば、個々の作品が埋没し、その聖地が忘却されてしまう可能性は否定でき

ない6。 

 

 

3. 聖地と神社の関係－鷲宮神社を題材に－ 

 

3-1. 聖地化する神社 

 聖地となった神社は全国各地に存在する。本稿で取り上げる埼玉県の鷲宮神社は、各種

メディアでも頻繁に取り上げられる最も有名な例である。他にも広島県三次市の太歳神社7、

                                                  
6 だがその一方で、発展し、持続し続けている聖地も存在する。発展・持続する聖地としては、

長野県大町市の木崎湖がその代表例といえる。大町市は「おねがい☆ティーチャー」・「おねがい

☆ツインズ」（両者ともに Please!/バンダイビジュアルの製作によるテレビアニメである。WOWOW

にて 2002 年から 2003 年にかけて放映）の聖地である（柿崎 2005:160）。作品の舞台となった木

崎湖には今でも巡礼者が絶えない。また「みずほプロジェクト」と題し、作品の時代設定である

2017 年まで美しい環境を保つための環境美化活動が地域ぐるみで進められている。これは地域

によって作品の忘却が防がれている注目すべき事例といえるだろう。今後の動向を見守りたい。

（みずほプロジェクト公式ホームページ URL:http://mizuho2008.omachi.org/） 
7 マンガ「朝霧の巫女」（宇河弘樹作。少年画報社発行の『ヤングキングアワーズ』にて 2000 年

から 2007 年にかけて連載された。単行本は 2009 年 1 月現在、少年画報社から第 5巻まで発行さ

れており、以後続刊の予定。2002 年には巫女委員会の製作によりテレビアニメ化されている）

によって聖地化。作中の主要登場人物である稗田家が住む神社のモデルとされる（柿崎 
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長野県諏訪市・諏訪郡下諏訪町の諏訪大社8など、枚挙に暇がない。 

 聖地となった神社はファンによる聖地巡礼の対象となるため、来訪者が増加することに

なる。また、「オタク絵馬」に代表される一風変わった現象が生じることもある。オタク絵

馬とは、アニメ・マンガなどのイラストやオタクの間で特有な慣用語、あるいは聖地巡礼

を連想させる言葉を描いた絵馬のことだ9。これは聖地化した神社で日常的に見ることので

きる現象である10。 

 数ある聖地化神社の中でも、特に鷲宮神社は世間の注目を集めている。絵馬掛け所を埋

め尽くさんばかりのオタク絵馬が登場し、その様子が各種メディアで大きく取り上げられ

ている。また、聖地となってからは初詣参拝客数が前年比約 2.3 倍に当たる 30 万人を記録

する11など、異例なまでに聖地として大きく発展した神社でもある。よって、この章では鷲

宮神社が聖地として発展していく様子を追うことにより、聖地と神社の関係を考えていく。 

 

3-2. 鷲宮神社と「らき☆すた」 

 鷲宮神社は、埼玉県北葛飾郡鷲宮町に鎮座する。祭神は天穂日命・武夷鳥命・大己貴命。

関東神楽の源流とされる神楽の伝わる古社であり、北条時頼をはじめ武家の信仰が篤かっ

たという（白井・土岐編 1979:358-359）。 

 この鷲宮神社はアニメーション作品「らき☆すた」12によって 2007 年にアニメ聖地とな

った。鷲宮神社ならびに鷲宮町と「らき☆すた」の関係は岡本健が簡潔にまとめているの

で、以下に引用する。 

                                                                                                                                                  
2005:89-96）。 
8 同人ゲームソフト「東方風神録」（同人サークル上海アリス幻樂団が 2007 年に製作。同サーク

ルが製作する弾幕系シューティングゲームシリーズ「東方 Project」の通算 10 作目にあたる）

によって聖地化。この作品はパッケージに諏訪大社の御柱と思われるものが使用されており、作

中にも諏訪大社を連想させる要素が多々含まれている。 
9 こうした絵馬については他に「萌え絵馬」や「痛絵馬」などの呼称がある。インターネット上

の一部では痛絵馬が一般的に用いられているようだ。しかし、本稿ではオタクたちが掛けた絵馬

という意味の「オタク絵馬」で統一する(「オタク」の定義については注 3を参照されたい)。ま

た、後述するがオタク絵馬の大きな特徴はコミュニケーションツールとしての性格を併せ持つ点

にある。よって、他者の目を前提としない一般の絵馬と分ける意味でオタク絵馬という特別な呼

称を用いている。なお、こうした特徴はオタク特有のものとは限らないであろう事を付記してお

く。他の事例との比較を交えた考察を今後の課題としたい。 
10 もっとも、これは絵馬掛け所がある場合の話である。後述するが、絵馬掛け所がないという

ことは絵馬が現地で頒布されていないことを意味する。また、絵馬を掛けることがその神社公認

の行為と呼べるかどうかも曖昧になってしまうため、オタク絵馬の登場が難しくなってしまう。 
11 初詣参拝客の数は「鷲ペディア」（鷲宮町商工会と北海道大学観光学高等研究センター共同研

究チームによる報告）の「鷲宮神社の初詣参拝客数（2005～2008）」より引用。 

(URL:http://www.cats.hokudai.ac.jp/~deko/20080821Washinomiyajinja_number.pdf) 
12 「らき☆すた」は美水かがみ作のマンガである。角川書店刊行の雑誌『コンプティーク』な

どに掲載されている。2007 年 4 月から 9月にかけて、らっきー☆ぱらだいすの製作でアニメ化

され好評を博した。他にゲーム化などもされている。なお、鷲宮神社（及び町）の聖地化は、マ

ンガではなくアニメ作品による。マンガ中に鷲宮神社と結びつくような表現は（少なくともアニ

メ放送前においては）確認できない。 
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 埼玉県鷲宮町は、「らき☆すた」というアニメーションのロケ地となり、オープニン

グの背景として実際の鷲宮町の風景が使用された。具体的には鷲宮神社と、隣接する大

酉茶屋である。また、主要キャラクターである「柊かがみ」「柊つかさ」の父親が神社

の神主であるという設定になっているため、元々神社というランドマークとしての機能

を持った建築物に、アニメ聖地としての機能が追加され、アニメ聖地巡礼をおこなう際

に欠かせない立ち寄り場所になっている。（岡本 2008:2） 

 

 つまり、鷲宮神社には「アニメのロケ地」と「登場人物の関連地」という 2 つの聖性が

新たに付与されたのである。 

 

3-3. 鷲宮神社聖地化の過程 

 鷲宮神社は 2009 年 1 月現在、数ある聖地の中で最も有名な聖地であるといえる。しかし、

当然ながらアニメに登場すると同時に有名になったのではない。幾つかの段階を踏みなが

ら知名度を高めていったのである。こうした様子について、山村は「ファン(旅行者)と地

域社会、そして地域外関連企業という三者の果たした役割とその関係性に着目」し、その

発展の過程を 5つの段階に分けた（山村 2008:149）。 

しかし本稿では視点を変え、鷲宮神社に与えられた聖性の状態に着目する。その場合、

発展の過程は次の４段階に分けることができる。 

 (1)聖地化以前：2007 年 4 月以前 

 (2)イメージ上の聖地化：2007 年 4 月（アニメ放送開始）以降 

 (3)場の聖地化：2007 年 7 月（巡礼者の急増）以降 

 (4)聖域化：2007 年 12 月（大掛かりな町おこし企画の実施）以降 

 

(1)聖地化以前：2007 年 4 月以前 

 アニメ「らき☆すた」放送前、つまり鷲宮神社が聖地となる前の段階である。当然なが

らこの段階では巡礼者は存在しない。ただし、鷲宮町と鷲宮神社の古くからの関係が聖地

化以降の発展に影響した面もあると考えられる。 

 鷲宮神社は鷲宮町にとって、その名前にもあらわれているように地域の中心的存在であ

る。また、初詣参拝客も 2006 年には 9万人、2007 年には 13 万人を記録するなど13、埼玉県

内では比較的名の知られた神社であり、町の観光名所としても機能していた。 

このように町と神社の関係は良好であり、町にとって神社は観光資源の一部として捉え

られていた。だからこそ、町は神社を訪れる巡礼者を自然に受け入れることが可能となり、

神社の聖地化を町おこしにつなげることができたのだ。 

(2)イメージ上の聖地化：2007 年 4 月（アニメ放送開始）以降 

 「イメージ上の聖地化」とは、実在する風景と作中の風景が想像の中で比較されること

                                                  
13 注 11 に同じ。 
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によって聖性が確認される状態のことだ。 

 2007 年 4 月にアニメ「らき☆すた」が放送開始となり、そのオープニング内に鷲宮神社

鳥居前の風景が登場する（本書第 1 章、表 1-2 の 2007 年 4 月を参照）。これを見た熱心な

ファンによってそのモデルとなった場所が特定され、インターネットを通じて他のファン

とその情報が共有されることにより聖地巡礼が始まる。 

 ただし、この時点では神社には特定の位置から見た風景以外にアニメと関係するものは

何もなく、そのため特定のイメージを抱いた熱心なファン、つまり巡礼者としてのまなざ

しを持つ者だけが散発的に現地を訪れていたのではないかと思われる。 

(3)場の聖地化：2007 年 7 月（巡礼者の急増）以降 

 「場の聖地化」とは、実在する場そのものが聖性を持つようになった状態のことである。

つまり、特定のイメージを持たずとも聖性を確認できる状態といってよい。 

 アニメの人気が高まり、それに伴って鷲宮神社に対するアニメ聖地としての認知が広ま

っていくことにより巡礼者の数は増えていき、そして独特のオタク絵馬が登場する。こう

した状況が神社を徐々に祝祭的空間へと変えていった。その結果、神社は誰にとっても可

視的な聖地へと徐々に変容していく。 

 こうした状況の変化は、角川書店発行のアニメ雑誌『月刊ニュータイプ』2007 年 8 月号

付録「らき☆すた的遠足のしおり」で鷲宮神社が、いわば公式に聖地として紹介されたこ

とによってさらに加速していく（表 1-2 の 2007 年 7 月を参照）。その結果、聖地は誰の目

にも明らかな存在となり、地域に住む人々の注目を集めることとなる。 

 ここで可視的空間を生み出した要素は「多くの（自分以外の）巡礼者」と「オタク絵馬」

であることを確認しておきたい。そして、多くの巡礼者は神社と絵馬を見るために神社を

訪れていることを考えれば（表 1-2 の 2007 年 8 月を参照）、「場の聖地化」進行の鍵となっ

たものはオタク絵馬であるということもできるだろう。実在の場が聖地化するためにはこ

うした可視的要素が不可欠であると考えられる14。 

(4)聖域化：2007 年 12 月（大掛かりな町おこし企画の実施）以降 

 「聖域化」とは、特定の場だけでなく周りの地域までもが聖地として認識されるように

なった段階を指す。これは聖性がファンだけにとどまらず、地域とも共有されている状態

のことでもある。 

 場の聖地化により変容した神社の様子に地元商工会が着目し、この状況を町おこしにつ

なげるための企画が次々と生まれる（表 1-2 の 2007 年 8 月以降を参照）。こうした様々な

企画やイベントを通して、次第に地域全体が聖地となっていった。また、地元の手による

消費の場が登場することにより、巡礼者はさらに直接的に聖性を実感することが可能にな

                                                  
14 他に可視的要素として「痛車」がある。痛車とは、アニメやゲームのキャラなどが描かれた

車のことだ。一部のファンが痛車を聖地巡礼の際に使用する。鷲宮神社には比較的広い駐車場が

隣接しており、そこでは多くの痛車を日常的に見ることができる。痛車の存在はそこが聖地であ

ることを見る側に実感させてくれる。これもオタク系文化における聖地のあり方を考える上で無

視できない要素のひとつといえるだろう。 
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ったともいえる。誰でも町のいたるところで聖性を見ることができるようになり、そして

それを体感することが可能になったのだ。 

 鷲宮神社にとってはこうした企画の中でも特に、4 名の声優と原作者による「公式参拝」

が神社境内で行われたことが重要である（山村 2008:152）。これによって神社という空間

に付加された聖性がさらに強まることとなったのではないだろうか。これは初詣参拝客急

増の間接的な要因の一つと考えられる。 

 

3-4. 聖地化による初詣への影響 

 神社が聖地となった場合、参拝客が増加することは先に述べた。鷲宮神社の場合、初詣

参拝客が特に増加。2007 年の初詣参拝客数は 13 万人だったが、アニメ聖地となった後の

2008 年には 30 万人と前年の約 2.3 倍もの人数を記録している15。この急増の理由は幾つか

考えられる。 

 第一に、初詣が特別な「イベント」として捉えられたこと。ファンにとって、鷲宮神社

への初詣がいわばアニメ関連ないしオタク的イベントとして受容されたのではないだろう

か。 

 第二に、限定グッズの登場。地元商工会により大晦日から正月に掛けて限定グッズの販

売が行なわれた（表 1-2 の 2008 年 1 月を参照）。これを手に入れるために多くのファンが

集まったという点も大きいだろう。これは鷲宮神社への初詣がアニメ関連イベントである

という印象を強めることにもつながったと考えられる。 

 第三に、聖性の付加（聖地化）による直接的な影響。神社にアニメ聖地という新たな価

値が付与されることにより、神社が元々持っていた宗教性が強化されたのではないだろう

か。アニメ作品の聖地であるという非宗教的な聖性が神社の持つ宗教性に接続され、ファ

ンたちの初詣という宗教的行動につながったと考えられる。つまり、聖性は場の持つ意味

を強化するのである。 

 第四に、参拝という行為が聖地巡礼と相性のよいこと。神社への参拝は非日常的行為で

あり、これは観光の一形態である聖地巡礼が求める非日常性と一致する。そして一年の中

で最も特別な参拝、つまり初詣を通じてより強い非日常性を体感するために多くのファン

が集まったのではないだろうか。 

 いずれにせよ、初詣参拝客の増加は非宗教的な理由を無視しては説明がつかない。しか

し同様に、宗教的理由がなければアニメファンの初詣参拝客がわざわざ行列を作って参拝

という宗教的行為を行う動機を説明することはできない。複数の要因が結びつくことによ

って初詣参拝客の急増へとつながったのである。 

 

3-5. 聖地鷲宮の発展における神社の役割 

 これまでに見てきたように、鷲宮神社に与えられた聖性は「イメージ→場→地域」とい

                                                  
15 注 11 に同じ。 



佐藤善之「いかにして神社は聖地となったか：公共性と非日常性が生み出す聖地の発展」 

CATS 叢書 Vol.1『メディアコンテンツとツーリズム』第 4章 
© SATO Yoshiyuki, 2009 

80 

う順序で広がっていった。これは聖性が可視的なものへと変化していく順序でもある。ア

ニメに登場したことによって聖地となった神社は、巡礼者の増加とオタク絵馬の登場によ

り誰にとっても可視的な聖地へと変化した。そしてそのことが、鷲宮町の聖域化をうなが

したのだ。 

 また、聖地を取り巻く人々に着目した場合、聖地化の進行とは聖性を共有する集団が「一

部ファン→多くのファン（オタク）→地域」へと広がっていったことを意味する。つまり、

聖地の発展とは聖性を共有するコミュニケーション空間の広がりでもあるのだ。 

 ではこうした聖地発展の過程の中で、神社は一体どのような役割を果たしたのだろうか。 

 藤田大誠は神社の持つ公共性として「公的なもの（オフィシャル）」、「すべての人々に関

係する共通のもの（コモン）」、「誰に対しても開かれているもの（オープン）」という 3 つ

の要素を挙げる（藤田 2008:208-209）。神社の持つこのような性質がアニメ聖地としての

発展に大きな影響を及ぼしたのではないだろうか。 

2-3 で聖地化の問題の一つとして「場所の問題」を挙げた。しかしオープンな空間である

神社の場合には、こうした問題は生じにくい。また、神社の持つ公共性は神社という空間

を利用したコミュニケーションの成立にも大きく影響したと考えられる。誰にでも開かれ

た共通の場所だからこそコミュニケーションの輪、つまり聖性が広がっていくことが可能

となったのだ。大げさにいえば、鷲宮神社が聖地となったから鷲宮町はアニメ聖地になる

ことができたのである16。 

 

 

4. オタク絵馬という現象 

 

4-1. オタク絵馬の分析 

 鷲宮神社に多くのオタク絵馬が掛かっていること、そしてこれが鷲宮の聖地発展の鍵と

なったことはすでに述べた。そこで本節ではオタク絵馬について考察を試みる。 

 オタク絵馬には様々なことが描かれているが、その内容は以下のような要素に分類でき

る17。 

 (1)記念・足跡 （例：聖地巡礼記念、沖縄から来ました） 

 (2)オタク的慣用語 （例：みゆきさんは俺の嫁、ゆっくりしていってね！！！） 

 (3)祈願 （例：家内安全、画技上達） 

 

 

                                                  
16 ただし、神社はあくまできっかけを作ったに過ぎない。地元商工会を中心とする地域住民の

情熱的な努力がなければ今日の発展はありえなかっただろう。彼らが巡礼者たちを積極的に受け

入れたからこそ鷲宮は聖域となったのである。  
17 ただし、実際の絵馬が個々の要素に明確に分類される訳ではない。あくまでも概念としての

分類である。実際にはそれぞれの要素が混じった形で成り立っていると考えて欲しい。 
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(1)記念・足跡 

 岡本も指摘するように、観光の記念に何かを残していく行為は、絵馬に限らず様々な形

で一般的にもよく見られる（岡本 2008:8-9）。観光地の壁に落書きを残していく行為がと

きおり問題となるが、これと本質的には同じ動機を持つ行為である。これは少なくとも他

者の目を意識した上での行動であろうことは間違いない。その足跡を観察する他者がいて

初めて意味を成す行為なのである。だから、丁寧なイラストが描かれるのではないだろう

か。そして、こうした観光客（巡礼者）の欲望に絵馬という神社公認の方法が選ばれた結

果、生まれた表現であると考えられる。 

(2)オタク的慣用語 

 インターネット掲示板などでよく目にする表現と同様のものである。仲間内における暗

黙のルールを知らなければ、その意味を理解することは難しい。 

 これは絵馬をコミュニケーションツールとして見た場合、書く側と見る側に分かれてお

り（単方向的）、かつ誰にでも参加可能（開放的）な性質を持つことから生まれた表現では

ないだろうか。絵馬はインターネット掲示板と同じ性質を持っているのである。従って、

この表現は仲間内における空気を読んだ上での自己表現、つまり「内輪的コミュニケーシ

ョン」（北田 2005:11）を行なっていると理解することが可能だろう。そのため、ここでは

開放的ツールを利用した閉鎖的コミュニケーションの生成という矛盾が生じている。だか

らオタク絵馬は様々なメディアで奇異な現象として、時に批判的に取り上げられるのでは

ないだろうか。 

(3)祈願 

 額面どおりに受け取れば、これは宗教的行為である。しかし、これまでの考察を踏まえ

れば、祈願も次のような二つの面を持つと考えられる。 

 ①絵馬というツールの持つ暗黙のルールとしての祈願 

 ②宗教的な理由による祈願 

つまり、一つの願文が「絵馬としての慣用表現」と「宗教的祈願」という二面性を併せ

持っているのだ。 

 

4-2. オタク絵馬の考察 

 以上のことから、オタク絵馬はコミュニケーションツールとしての性格と宗教的性格と

を併せ持っているということができる。全体的に見た場合、どちらかというと前者の色が

濃いように思われるが、個々の絵馬によってその色合いに差があるのではっきりとはいえ

ない。 

 いずれにせよ、こうした絵馬はよく目立つ存在であり、特定のイメージ無しでもそこが

オタク系文化における聖地であることを実感させてくれる。つまり、場の聖地化へとつな

がる重要な存在なのである。 

 オタク絵馬が登場するためには、当然ながら絵馬を掛ける場所が必要である。できれば
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神社が設置した絵馬掛け所があることが望ましい。木の枝などにも掛けることはできるが、

スペースの問題などもあり、なかなか登場しにくいだろう。また、社務所に神社関係者が

常駐していることも重要だ。絵馬が現地で頒布されていなければ、別の場所で事前に準備

しておく必要が生じてしまう。このような条件から考えるに、大きな神社の方がオタク絵

馬登場に有利であるといえる。 

 なお、オタク絵馬がいつごろ、どのような経緯で発生したのかはわからない。これは推

測に過ぎないのだが、元々は聖地巡礼の記念・足跡としてイラスト付きで奉納された絵馬

が他の巡礼者の目にとまり、その模倣が始まることによって徐々にコミュニケーションツ

ールとしての性格が強まっていったのではないだろうか。 

 

 

5. 結論 

 

5-1.非宗教的聖性と宗教性 

 3-4 で見たように、アニメやマンガなどによって新たに生み出された聖性は、元々その場

が持っていた意味を上から塗りつぶしてしまうのではない18。むしろ「＋α」の価値として

場に付加され、その場が持つ意味を強化することにつながる。だからこそアニメの背景と

なった神社に参拝することや、作中の登場人物が働いていたとされる店で買い物をするこ

とが大きな意味を持つのである。聖地を訪れるファンたちは決して作中の登場人物を現実

に求めているのではない。彼らは虚構を元にした現実の再解釈を行なっているのだ。 

 こうした再解釈により、神社はファンにとって宗教的な意味でも特別な場所となる。そ

の結果、参拝客の増加やオタク絵馬の登場など、宗教的要素が含まれた現象が生じる。つ

まり、ファンにとっての宗教的聖地となるのである。 

 

5-2.神社と聖地の親和性 

 ここまでの論をまとめる。鷲宮の事例においては、神社の存在が聖地発展のきっかけと

なったことは 3 章で述べた。これは神社の持つ以下のような特質が影響を及ぼしたためで

あると考えられる。 

 (1)非日常性 

 (2)公共性 

 (3)固有の行事の存在 

 

(1)非日常性 

 神社は宗教的（非日常的）な空間として一般に認識される。そして、参拝や絵馬の奉納、

                                                  
18 もっとも聖性の付与が長期に及んだ場合、元々の意味が変容する可能性は否定できない。ど

のように変化していくのかを分析するための長期的な調査が必要とされる。 
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あるいはお守り・お札などの頒布を受けることにより、非日常性を様々な形で体験するこ

とができる。これは非日常を求める行為、観光としての聖地巡礼とうまく合致する。また、

神社に与えられた聖性は、神社をファンにとっての宗教的聖地へと変えていく。つまり、

ファンならではの非日常的空間として認識されるのだ。これがさらなる巡礼者の増加へと

つながる。 

(2)公共性 

 神社は基本的に誰にでも開かれた場であるため、巡礼者と地域との間に軋轢が生じにく

い。また、公共性があるからこそ、オタク絵馬に代表されるコミュニケーションを行なう

ことが可能となる。そのため神社境内におけるファン同士、さらには地域をも交えたコミ

ュニケーションスポットを比較的容易に作り出すことができる。 

(3)固有の行事の存在 

 神社には初詣や祭礼など、特有の行事が存在する。こうした行事が聖地における特別な

イベントとして受容されることにより、多くのファンを集める。また、これによって場に

与えられた聖性がさらに高まることとなり、空間の非日常性を高める結果にもつながる。 

 

 非日常性を期待する人々によるコミュニケーションの中から聖地は生まれ、そのコミュ

ニケーション空間が広がることによって聖地は発展する。神社という空間の持つ特質はこ

うしたコミュニケーションの成立に有利に働く。また、そこにある絵馬というツールはオ

タク絵馬という可視的なコミュニケーションを生む。その結果、神社は聖地の中心的コミ

ュニケーション空間となるのである。 

 神社がオタク系文化における聖地として多くの参拝客を集めるのはなぜか。それは神社

という空間の持つ非日常性と公共性が巡礼者を惹きつけるためなのだ。 

 

 

 

本稿は『北海道大学文化資源マネジメント論集』Vol.007（2009 年 1 月 20 日）に掲載された

拙稿「いかにして神社は聖地となったか－公共性と非日常性が生み出す聖地の発展－」を CATS

叢書向けに整形して再録したものである。 

佐藤善之（2009）「いかにして神社は聖地となったか－公共性と非日常性が生み出す聖地の発

展－」『北海道大学文化資源マネジメント論集』Vol.007, pp.1-13（ Web 公開版：

http://hdl.handle.net/2115/35367）。 
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アニメ「聖地巡礼」実践者の行動に見る 

伝統的巡礼と観光活動の架橋可能性： 

埼玉県鷲宮神社奉納絵馬分析を中心に 

今井 信治1 

 

 

1. はじめに 

  

今日、「聖地」や「巡礼」という表現はこれまで宗教とみなされてこなかった領域におい

ても散見されるようになっている。しかしながら、こうした宗教概念の拡散状況は端々で

示唆されながらも、主題となることは稀であった。本稿はこうした現状を鑑み、日本のポ

ピュラーカルチャーの中でもとりわけ大きい勢力を有しているオタク文化を対象とする。 

東浩紀によれば、オタクとはマンガ・アニメーション（以下「アニメ」と略記）・ゲーム・

PC など互いに深く結びついた一群のサブカルチャーに耽溺する人々の総称である2。そして

現在、そうした人々がマンガやアニメの舞台となった場所を「聖地」や「巡礼地」と呼称

しながら訪れることが盛んに行われている。山村高淑は、この「アニメ聖地」を「アニメ

作品のロケ地またはその作品・作者に関連する土地で、且つファンによってその価値が認

められている場所」と仮説的に定義した3。アニメに限らなければ、映画や TV ドラマの撮影

地をファンが訪れるフィルム・ツーリズム――あるいは、シネマ・ツーリズム――がこれ

に類似した営為として挙げられるだろう。今日、フィルム・ツーリズムはエコツーリズム

やグリーンツーリズムと並んで経済産業省が力を入れている産業観光の 1 つとされる4。経

済産業省の後ろ盾を受け、2000 年からロケ地ガイドの作成や配布などの活動を行うフィル

ム・コミッションが日本各地に設立されているが、本稿で扱うのはアニメ舞台への訪問で

あり、そこにフィルム・コミッションは介在しない。そして、トップ・ダウン方式を採り、

パッケージ・ツアーを提供しているフィルム・ツーリズムとは異なり、アニメ舞台への探

訪の多くは、そもそも作品舞台の同定から個々人で行わねばならない。アニメ舞台への探

訪を一種のツーリズムとして考察する際にこの差異は大きく、また、それが「聖地巡礼」

                                                  
1 筑波大学大学院人文社会科学研究科博士課程（哲学・思想専攻 宗教学・比較思想学分野所属）。

本章に関する一切の著作権は、原著作者（今井信治）に帰属します。imain@logos.tsukuba.ac.jp 
2 東（2001）p.8。なお、本稿で取り上げるのはアニメ作品における「聖地巡礼」であるが、主

に取り上げるアニメ「らき☆すた」は、マンガを原作とし、ゲーム化もしているメディアミック

ス作品である。 
3 山村（2008）p.146。 
4 国土交通省編（2002）。 
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と呼称されていることも見逃すことはできないだろう。岡本健はアニメ「聖地巡礼者」の

特徴に以下の 4点を挙げている。 

 

1 点目は、アニメで用いられた風景をアニメと同アングルで撮影し、情報をホームペー

ジで発信することである。 

2 点目は、ノートへの書き込みや絵馬など、地域に何か巡礼の記念物を残す傾向がある

ことである。また、それがさらに観光資源となり人を呼んでいるという事実もある。 

3 点目は、旅行動機はアニメの舞台を訪ねることであるが、現地の人やファン同士の交

流を楽しむことである。 

4 点目として、〔中略〕リピーターの中には、高頻度で当該地域を訪れる者もいること

である。また遠方からもアニメ聖地巡礼に訪れる者もいる5。 

 

本稿では、以上の仮説的定義ならびに「聖地巡礼者」の諸特徴を踏まえ、アニメ「らき

☆すた」の舞台として注目を集めている埼玉県北葛飾郡鷲宮町・鷲宮神社の事例を主に取

り扱う。当神社は「らき☆すた」の舞台として知られるようになった 2007 年夏以降多くの

「巡礼者」が訪れており、現在、アニメ「聖地巡礼」において代表的な地位を占めるに至

っている6。その集客効果を表しているのが当神社への初詣客の推移であり、2008 年には前

年から 17 万人増の 30 万人（前年比 231%、埼玉県内 7 位から 3 位へ）、2009 年には更に 12

万人増の 42 万人（前年比 140%、埼玉県内 2 位）、当調査を行った埼玉県警地域課からも初

詣客の増加がアニメの影響である旨を指摘された7。このように多くの参拝者を得ている鷲

宮神社であるが、ここでは特に、鷲宮神社に奉納されている絵馬の調査を通じ、アニメ「聖

地巡礼」に懸けられた「巡礼者」の実践を考察していきたい。 

鷲宮神社の絵馬は、岡本が「聖地巡礼者」の諸特徴の中に挙げるように、祭神へと願を

掛けるものであると同時に、「巡礼」の記念物や観光資源として大きな位置を占めている。

当神社の絵馬にはアニメのキャラクタが描かれているものが多く存在し、こうした絵馬は

「アニメ絵馬」や「痛絵馬
い た え ま

」8（以下、「痛絵馬」で統一）として絵馬掛け所の中で異彩を放

っている。その従来的な絵馬のイメージから掛け離れた様相からか、各種メディアで鷲宮

神社における「聖地巡礼」が取り上げられる際には、これらの絵馬の露出が多い。たとえ

ば、比較的早期にこの「聖地巡礼」を取り扱った新聞記事に「鷲宮神社ファンの聖地に!?」

と題された読売新聞の記事、ならびに「アニメ信者鷲宮詣で」と題された朝日新聞の記事

                                                  
5 岡本（2008）p.35。 
6 アニメ「らき☆すた」作中では、鷲宮神社の名称が「鷹宮神社」に変更されている。なお、鷲

宮神社の「アニメ聖地」化過程については、山村前掲論文に詳しい。 
7 朝日新聞（2007.12.21、埼玉地方欄）、朝日新聞（2008.1.9、埼玉地方欄）、朝日新聞（2009.1.8、

埼玉地方欄）。 
8 アニメなどに関連するステッカーなどを貼付した車が「見ていて痛々しい」ことと「イタリア

車」を掛けて「痛車
いたしゃ

」と呼ばれていることを絵馬に転用した呼称。 
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があるが、両紙ともに絵馬掛け所の写真を掲載している9。また、「らき☆すた」のアニメ本

編でもキャラクタが絵馬を手に取って「こなたは俺の嫁って書いてある」と発言する場面

がある10ため、アニメに関係する絵馬を奉納することが作品そのものによってオーソライズ

されているとも考えられる。 

こうした鷲宮神社への「聖地巡礼」における絵馬の重要性に加え、絵馬を調査すること

で得られる研究上の利点として、アニメを動機とした「巡礼者」とそれ以外の参拝者を分

ける明確な区分が存在しないという問題を解決できる点が挙げられる。絵馬を参照し、そ

れがアニメやマンガなどの知識に裏付けられた絵馬と判断できれば、そこから鷲宮神社訪

問の動機が「巡礼」にあると遡及的に言えるだろう。また、岩井宏美は小絵馬を民俗的資

料として評価し、その内容について以下のように記している。 

 

  人にも言えない心の悩みを絵馬に託して神仏に祈願したり、真剣な祈りや切実な願い

を率直にまた暗示的に表現し、満願にさいしてはその喜びを素直にあらわすという、

非常に敬虔な態度があらわれており、それが内容となっている。したがってその動機

も内容もきわめて厚い民間信仰に支えられているといえる11。 

 

このように、絵馬――とりわけ小絵馬――は非常に即応性と直接性の高いメディアであ

り、「巡礼者」の願い事を如実に表しているであろうことが期待できる。調査倫理の観点か

ら個人が特定できるような記述は差し控えられるが、絵馬を調査することは、「巡礼者」が

どのような想いで鷲宮神社を訪れているかを知る大きな手掛かりになる。 

なお、鷲宮町における現地調査は 2007 年 9 月～2008 年 12 月まで継続的に行ったが、本

稿で分析対象とした絵馬は 2008 年 6 月 20 日および 22 日時点で確認できたものに限ってい

る。 

 

 

2. 絵馬調査結果 

  

本調査は 2008 年 6 月 20 日および 22 日の 2日間に渡って、鷲宮神社の絵馬掛け所に掛け

られた絵馬を悉皆調査したものである。調査対象絵馬の総数は 2922 枚、その全てをデジタ

                                                  
9 読売新聞（2007.8.4 埼玉地方欄）、朝日新聞（2007.8.30 埼玉地方欄）。 
10 アニメ「らき☆すた」21 話（2007 年 8 月 27 日初出、DVD11 巻所収）にて、主要キャラクタで

ある泉こなたによる発言。この作品の特徴である、作品世界と視聴者との心理的な近接性が如実

に提示された場面と言える。ただし、ここで手に取られた絵馬は鷲宮神社をモチーフとした場所

に掛けられたものではない。 
11 岩井（1974）p.98。絵馬は絵馬堂や拝殿に掲げられる比較的大きな扁額形式のものと、絵馬

掛け所などに掛けられる小型で吊懸形式のものに分けられる。前者は大絵馬、後者は小絵馬とさ

れ、概ね大きさ 30cm を分水嶺にして一応の分類がなされている。岩井前掲書 p.97 参照。調査対

象となった絵馬の中にも 30cm 近いものが数点あったが、今回は形状による区別をしていない。 
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ル・カメラ（Nikon D70）で撮影することにより標本を得ている。 

奉納期日が確認できる絵馬は 630 枚で絵馬総数の 22%に留まるが、概ねどの期間に集中し

て絵馬が奉納されていたのかの参考にすることはできるだろう。絵馬奉納期日 10 日毎の推

移を図 5-1 に示す。2008 年以前の日付が書かれている絵馬は 9 枚あり、内訳は 2007 年 12

月 30～31 日のものが 3 枚、2007 年 1 月 1～5 日の日付が入っているものが 4 枚、2007 年 3

月 9 日および 16 日のものが各 1 枚であった。このことから 2007 年末に奉納されて回収さ

れていない絵馬があること、2007 年 1 月上旬の日付があるものに関しては書き間違いであ

ることが推測できる。また、2007 年 3 月の日付が入った 2 枚の絵馬に関しても、その時点

ではアニメ「らき☆すた」未放映にもかかわらずアニメに関連した記述がなされているこ

とから、同様に書き間違いであると思われる。よって、本調査で対象とされた絵馬は 2007

年末から2008年6月22日調査時点までの約半年間に奉納されたものと考えてよいだろう12。

期間毎の奉納枚数を見てみると、初詣の期間である 1 月上旬に奉納された絵馬は 216 枚で

あり、群を抜いて多い。次いで奉納された絵馬が多いのは 4月上旬の 49 枚であった。これ

は鷲宮神社に縁のあるキャラクタに特別住民票が交付されるイベントが 4 月 6 日に行われ

たこと、ならびに春期休暇を利用して鷲宮神社を訪れた者が多いことを理由に挙げられる13。 
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図 5-1 「絵馬奉納期日の推移」（N=630） 

                                                  
12 全ての絵馬に奉納期日が記入されているわけではないため断定はできないが、2008 年 6 月 20

日調査時点で、前年に掛けられた絵馬は回収してあることを神社関係者から伺った。 
13 なお、イベントのあった 2008 年 4 月 6日の日付が書かれている絵馬は 23 枚である。 
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次に、「痛絵馬」と呼ばれる絵馬の枚数を見てみよう（図 5-2）。何かしらの絵が描かれて

いる絵馬は 899 枚（全体の 31%）だが、干支や羽子板が描かれているものなどを除外し、ア

ニメなどのキャラクタが描かれていたもののみを集計すると 803 枚（全体の 27%）である14。

実に 1／4 割以上の絵馬に何らかのキャラクタが描かれているという結果であった。なお、

絵馬に描かれているイラストは「らき☆すた」のキャラクタが大半を占めるが、他作品の

イラストも多く掛けられている。「痛絵馬」と見なされる 803 枚の内訳は、「らき☆すた」

のキャラクタが描かれているものが 611 枚（76%）、その他作品のキャラクタが描かれてい

るものが 180 枚（22%）、両者が混在しているものが 12 枚（1%）であった。ここからは、「ら

き☆すた」の舞台である鷲宮神社に他作品のファンも訪れていることが看取できる。 

 

1

両者混在

（12枚, 1%）

その他作品

（180枚, 22%）

らき☆すた

（611枚, 77%）
「痛絵馬」

（803枚, 27%）

その他イラスト絵馬

（96枚, 3%）

イラストなし

（2023枚, 70%）

 
続いて絵馬の祈願内容へと目を向ける前に、鷲宮神社の絵馬掛け所の形状へと注目した

い。鷲宮神社の絵馬掛け所は、参道を通って本殿へと向かう途中で必ず目に付く位置にあ

る（図 5-3）。しかし、六角柱の形状をしているため、ただ参道を通るだけでは全ての面を

見渡すことはできない。一見して各面毎に掛けられている絵馬の枚数に偏差が認められた

ため、各面毎の絵馬数を数えるとともに、調整済み残差を算出した。使用したアプリケー

                                                  
14 ただし、ここでは「AA（アスキー・アート）」や「スマイリー」と呼ばれるような顔文字は集

計していない。昨今では携帯電話など一般に膾炙しているものでも顔文字への変換機能が実装さ

れているために、顔文字では「痛絵馬」特有の「痛々しさ」が感じられないであろうことが理由

の 1つである。また、当神社の絵馬には「らき☆すた」のキャラクタである泉こなたを表す「＼

(≡ω≡.)／」という顔文字が多用されているが、これは「（≡ ≡．）」にまで簡略化されること

もあるために、イラストとみなすには抵抗がある。ここではコーディング・ルールの曖昧さを捨

象するため、顔文字とみなされるもの全般の集計を避けた。 

図 5-2 

分類絵馬中におけるイラストの有無（左、N=2922）、「痛絵馬」の作品別分類（右、N=803）
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ションは SPSS for Windows 10.0.7J、境内の略図とともに図 5-4 に示す。少ない面で 318

枚、多い面では 653 枚と、大きなばらつきがある。そして、図 5-3 および図 5-4 を見るに、

参道からの可視性と絵馬数が概ね負の相関を取っていることがわかる。ここから、鷲宮神

社に奉納される絵馬は、参拝者の目に付かない位置に掛けられる傾向があると推察される。

ただし、「本来絵馬ことに小絵馬というものは人知れずに奉納」するものであり15、「個人的

祈願という行為そのものがもつ本質的な『秘密性』『反社会性』という宗教心理が指摘」さ

れる16ため、この傾向が鷲宮神社に特徴的なものと断定することはできない。 

 

 
図 5-3 「鷲宮神社鳥居から絵馬掛け所を経、拝殿へ」（2008 年 12 月 7 日筆者撮影） 

 

鷲宮神社に奉納されている絵馬の特徴をより詳細に示すため、絵馬を祈願内容毎に分類

した。ただし、調査対象絵馬は祈願記入欄が提供されていないために内容が多岐に渡り、

また、それらを一から分類するには枚数が多い。コーディングには困難を極めることが予

想されたため、また、他神社と比較するためにも、コーディング・ルールは西海賢二17によ

る報徳二宮神社（神奈川県小田原市）の絵馬祈願内容分類に従うプレ・コーディングを用

                                                  
15 岩井（1974）p.105。 
16 山ノ井（1992）p.66。 
17 西海（1999）pp.46-51。 
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い、そこに「オタク関係」のカテゴリを追加した。以上を踏まえて分類した鷲宮神社にお

ける絵馬祈願内容毎の枚数と百分率、ならびに報徳二宮神社と比較した調整済み残差を表

5-1 に示す。以下、コーディング・ルールの説明も兼ね、両神社の比較による祈願内容の差

異と鷲宮神社における絵馬祈願内容の特徴を、残差が 1%水準で有意な項目（残差の絶対値

>2.58）に着目しながら確認していく。 
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図 5-4  絵馬掛け所各面毎の絵馬数（N=2922） 

 

 
表 5-1  鷲宮神社絵馬祈願内容分類と報徳二宮神社との比較（*p<0.01） 

祈願内容 枚数（%, 調整済み残差) 祈願内容 枚数（%, 調整済み残差)

合格祈願 955枚(33%, *-29.7) 恋愛に関する祈願 162枚(6%, *2.8)

学業成就 151枚(5%, *-9.3) 家内安全 138枚(5%, 0.8)

技能上達 137枚(5%, *3.7) 交通安全 42枚(1%, 1.3)

子供に関する祈願 72枚(2%, -2.1) 職に関する祈願 288枚(10%, *9.0)

心願成就 439枚(15%, *6.9) 厄除け 49枚(2%, 2.2)

身体健全 259枚(9%, 2.5) 外国人祈願 25枚(1%, 0.8)

オタク関係 1282枚(44%, *24.0)  
絵馬総数 2922 枚。うち、判別不明絵馬が 20 枚あるため、分類絵馬総数 2902 枚。 

複数の分類基準に渡る絵馬が多数あるために、合計枚数と分類絵馬総数は一致しない。 
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 鷲宮神社における絵馬祈願内容の特色としてまず挙げられるのは、もちろん、いわゆる

「オタク関係」の絵馬の多さである。ここではアニメ・マンガ・ゲーム、そして「2ちゃん

ねる」を中心とした WWW（World Wide Web）上のキャラクタが描かれているものはもちろん、

それらのキャラクタが作中で発した台詞などが書かれているものを集計した。これは総じ

て、冒頭で述べた東浩紀によるオタクの定義にあるような、マンガ・アニメ・ゲーム・PC

など互いに深く結びついた一群のサブカルチャーに関する知識を背景として書かれている

絵馬を集計したとまとめられる。44%もの絵馬がこうした知識に基づいて書かれていること

を鑑みるに、鷲宮神社がアニメの舞台であるからこそ当地へ訪れる者が多いことがわかる。

上述した「痛絵馬」同様に「らき☆すた」に関連した絵馬が多く、そのタイトルに由来し

て星形の絵馬も散見された18。多様な内容と形状、彩色やステッカーの貼付がなされた絵馬

などがあり、参拝者の目を楽しませてくれるような絵馬が多い。調査対象絵馬内に数点、「今

年も楽しい絵馬が見られますように」という祈願内容があるように、こうした絵馬群が観

光資源となっていることも頷ける。また、高頻度・広範囲から奉納者が訪れていることを

看取できるのもこの分類中の絵馬である。ここには「巡礼」回数や奉納絵馬通算枚数を祈

願とともに書いてある絵馬が多くあり、その記述によれば、2008 年上半期のみで 30 枚近い

絵馬を、当町と「らき☆すた」の発展を祈願とし続けて奉納している「巡礼者」もいる19。

また、ここでは日本全国からの「巡礼者」――外国からの「巡礼者」も存在する――が確

認できる20とともに、その書き方に特徴が見られる。居住地が書かれた絵馬は他分類にも少

なからず存在するが、ここに分類された絵馬には、都道府県のみを抜き出して「○○から

来ました」――あるいは「○○から来ますた」、「○○かららき☆すた」――と書くものが

多い。これは「2 ちゃんねる」などでスレッド間を移動する際に用いられる定型句であり、

特定のインターネット文化との親和性を感じられる。また、「2 ちゃんねる住民」という言

葉もあるように、実際の居住地ではなく「VIP21から来ますた」のような記述のある絵馬や、

WWW 上のアドレスとも言うべき URL が書き添えられている絵馬もあった。 

「オタク関係」の絵馬は観光資源となっており、高頻度かつ広範囲から「巡礼者」が来

ている証左でもあるが、こうした絵馬の異質さが当初バッシングの原因となったことも忘

れてはならないだろう22。アニメのキャラクタが描かれた絵馬を「可愛い」と思うか「気持

                                                  
18 「らき☆すた」のマンガ単行本では、表紙に“Lucky Star”と書かれている。 
19 その奉納者の祈願内容は、特別住民票交付時など、イベントの際にはそれにちなんだものに

なっている。なお、今回は調査対象絵馬となっていないが、2008 年 12 月 7 日訪問時には 57 の

ナンバリングが施された絵馬が、同一人物によって奉納されていた。 
20 北海道から九州まで、絵馬から確認できる「巡礼者」の居住地は幅広い。また、鷲宮商工会

などで特別住民票を受け取る際には居住地の申請が求められるが、それによるとほぼ日本全都道

府県から当地を訪れている人がいるという。2008 年 6月 20 日、鷲宮町商工会へのヒアリングに

よる。 
21 「2 ちゃんねる」内にある代表的な掲示板の 1つ、「ニュース速報（VIP）」を指す。「ニュース

速報」を銘打っているが、雑談系掲示板に分類されている。 
22 例えば、いち早く鷲宮神社にアニメのファンが訪れていることを報道した MSN 産経ニュース

（2007 年 7 月 25 日付）では、「関東最古の神社にアニヲタ殺到 地元困惑、異色の絵馬も」と、
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ち悪い」と思うかは意見が分かれるところであろうし、全く理解できない祈願内容が書か

れた絵馬が、それまで見かけなかったような層の参拝者によって掛けられていれば不安に

なる向きもあろう。先にキャラクタの台詞を書いた絵馬があると言ったが、そこから一例

を挙げれば、「やらないか？」や「ｳｯｰｳｯｰｳﾏｳﾏ」、「だが断る」などといった文句がイラスト

を添えられることもなく書かれている。元ネタがわかる人ならば思わず笑みがこぼれる内

容かも知れないが、一般的な絵馬の記述からはあまりに掛け離れている。ある程度の認知

が得られた現在では広く観光の呼び物となっているが、地域住民のアニメに対する理解が

乏しい初期段階では、功罪を孕むものであったことは容易に頷けるだろう。 

「オタク関係」の絵馬に続いて祈願数が多いのは「合格祈願」ならびに「学業成就」で

ある。ただし、報徳二宮神社との比較では、その割合が有意に少ない。これは報徳二宮神

社の祭神が学問に縁のある二宮尊徳であり、両祈願を足すと当神社祈願総数の 3／4以上を

占めることが主な理由であろう。対して鷲宮神社の祭神は天穂日命
アメノホヒノミコト

らであり、取り立てて

「合格祈願」や「学業成就」を神徳とはしていない。 

 祭神の違いで言えば、「商売繁盛」祈願が鷲宮神社で有意に多いことも頷ける。天穂日命

の神徳が商売繁盛であること、そして何よりも、鷲宮神社は酉の市を祭礼とする 鷲
おおとり

神社の

中でも関東圏の本社であることが、「商売繁盛」祈願の多さを裏付ける理由になる。また、

上記理由に加え、分類に際して昇進や就職などの職に関する祈願をここに盛り込んだこと

も報徳二宮神社との差が開いた理由であろう。報徳二宮神社の調査が行われたのは 1992 年

度であるから、世相を反映した結果とも言える。また、オタクとされる人々はしばしば自

らが無職であることをネタにすることがあり、「脱 NEET」というような祈願内容も散見され

る。そのため、絵馬に就職祈願をすることも、場合によってはそうしたネタの延長線上に

位置付けられるかと思われる。 

 「心願成就」祈願の内容は、コーディング・ルールを依拠する西海の調査同様、多岐に

渡った。西海の調査ではダイエットの成功やいじめから逃れることを祈願するものなど雑

多な祈願がここに収められ、「現代社会の困惑した状況が反映したものが多い」とまとめて

いる。アニメなどの文化を参照した絵馬が多いことそれ自体が現代社会の状況を反映して

いると言えるが、ここで目立つのは、イラストとともに平穏な日常を願うもの、および「世

界平和」を願うものである。前者は、「ほんわかでゆる～い女子高生の日常」を描いた「ら

き☆すた」の基本コンセプト23に合致したものと捉えられるだろう。ただし、後者に関して

は、作品自体にそのようなメッセージが織り込まれているとは考え難く、私的な祈願が書

き込まれることの多い絵馬としては異質であろう。そのため、書かれている祈願内容より

も、絵馬を奉納する行為それ自体に意味を見出していると考える方が自然かと思われる24。

                                                                                                                                                  
否定的な記述となっている。

http://sankei.jp.msn.com/entertainments/game/070725/gam0707252202005-n1.htm（2009 年 1

月 15 日最終アクセス）。 
23 コンプティーク編（2007）p.1。 
24 私的な祈願に「世界平和」を掲げることから、「セカイ系」のごとき発想を指摘することも不
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それは「聖地巡礼記念」とのみ書かれた絵馬や、他「巡礼地」を訪れたことの報告、これ

から他「巡礼地」に行く旨を記述した絵馬が多数あることからも推察できる。奉納行為そ

のものに意味を見出すこと、そして他「巡礼地」との連関を有することからは、従来的な

意味での巡礼地を巡る際に用いられる千社札や納札と同様の機能を、この絵馬が有してい

ると言うことができよう。 

「技能上達」祈願では、イラストを描くとともにその上達を願う絵馬が目立つ。なお、

絵馬にイラストを描くことは絵画上達祈願の意味合いも含まれると伺った25。奉納者が同人

作家であったり、マンガ家を目指している旨を書いている絵馬もあり、アニメ作品と結び

付いた鷲宮神社の特徴として捉えられる。 

報徳二宮神社と比して「恋愛に関する祈願」が多いことについては、この分類にアニメ

などのキャラクタに対する恋慕を集計していないこともあり、特筆すべき理由は見当たら

ない。ちなみに、ここに分類したものではないが、アニメ「らき☆すた」作中でも触れら

れた「○○は××の嫁」という定型句が書かれた絵馬は 178 枚（分類絵馬総数の 6%）あっ

た26。 

 以上、先行研究との比較を交えて鷲宮神社に奉納されている絵馬祈願内容を調査し、そ

の特徴をまとめた。先に絵馬掛け所各面の絵馬数にばらつきがある旨を指摘したが、表 5-2

にその各面と祈願内容とのクロス集計結果を示し、それに対する考察を行うことで絵馬調

査を終えたい。 

 

                                                                                                                                                  
可能ではないだろう。なお、「セカイ系」とは、ライトノベルと呼ばれるジャンルの小説群に主

に見られるストーリー類型であり、主人公――とヒロイン――の行動が社会的な中間項を捨象し、

世界の趨勢を左右するもの。私的／個人的な意志で世界を操作することが可能とする発想と約言

できる。 
25 2007 年 9 月 27 日、鷲宮神社神職へのヒアリングによる。 
26「○○」にキャラクタ名、「××」に「俺」や「私」のような一人称代名詞が用いられている

絵馬を主に数えている。ただし、少数ながら、「××」に「○○」で挙げられたキャラクタと組

み合わせたいと思しきキャラクタ名を記述している場合もある（e.g.「かがみはこなたの嫁」）。

ここでは定型句が用いられていることに着目し、両者共に集計対象とした。これに近しい記述内

容を備える絵馬（e.g.「かがみ結婚してくれ」）も多く見られるが、先に提示した定型句から外

れるために集計対象からは除外している。 
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表 5-2  絵馬掛け所の方角と祈願内容のクロス集計表 

3999600911887721466414度数合計

-2.3-3.5-0.33.41.61.8調整済み残差

1282168249281270165149度数
オタク関係

-1.5-0.8-0.33.4-0.6-0.4調整済み残差

251451122度数
外国人祈願

-0.51.30.7-0.3-1.2-0.5調整済み残差

4961513834度数
厄除け

2.40.6-0.7-0.3-0.7-1.6調整済み残差

288577059503022度数
商売繁盛

1.2-1.31.7-1.4-0.40.3調整済み残差

429614445度数
交通安全

0.11.8-0.5-0.9-0.6-0.1調整済み残差

138214028211414度数
家内安全

0.8-0.60.4-0.70.00.1調整済み残差

162283438261917度数
恋愛に関する祈願

-0.33.20.1-1.3-1.4-1.0調整済み残差

259378058392322度数
身体健全

2.3-1.9-0.93.3-2.2-0.6調整済み残差

4398284901043742度数
心願成就

0.70.50.6-0.3-0.5-1.3調整済み残差

721318181274度数
子供に関する祈願

-0.4-1.3-0.3-0.41.61.4調整済み残差

137192529232219度数
技能上達

-1.11.1-0.5-0.50.40.6調整済み残差

151184031251918度数
学業成就

-0.22.51.0-4.31.1-0.3調整済み残差

95514124622312812196度数
合格祈願

祈願内容

合計南西北西北北東南東南

方角

 
表 5-2 では各面毎の祈願内容に偏りが見られる。その中でも、「オタク関係」に分類され

た絵馬に、とりわけ大きな偏差と、近接する方角による傾向が認められることは注目に値

するだろう。絵馬数の単純合計では参道からの可視性と各面の絵馬数にほぼ反比例する傾

向が見られたが、「オタク関係」の絵馬に限ると、それとは異なる結果が得られた。その枚

数と方角の関係を分かり易くまとめたものが図 5-5 である。 

相対的に、図 5-3 で見られる 3 面に「オタク関係」の絵馬が多く掛けられる傾向が認め

られるだろう。そして、その傾向は参道からの可視性で理由付けられるものではない。こ

こで考えられるのは、「オタク関係」の絵馬を奉納する者が、神社そのものあるいはその関

係者に対して何らかの引け目を感じている可能性である。「絵馬奉納が神仏に対する一種の
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語りかけを行う宗教的行為」27であるならば、当然、祈願は鷲宮神社の祭神に向けてなされ

てしかるべきであろう。しかしながら、「オタク関係」の絵馬が語りかけている対象は、ア

ニメなどのキャラクタあるいは「巡礼者」仲間であるように思われる。より詳細に記述内

容を追えば、キャラクタへの語りかけは「○○〔キャラクタ名〕結婚してくれ」のような

記述に代表されるだろう。各神社に縁のある祭神への語りかけが絵馬でなされるように、

鷲宮神社に縁のある「らき☆すた」キャラクタへの語りかけもまた、絵馬を通じてなされ

ている28。また、類似した内容でありながら、語りかける対象が異なるのが、前述した「○

○は××の嫁」という記述である。絵馬に自身の目標を記述し、宣言することで神徳を得

るという考え方もあるだろうが、ここでは他「巡礼者」を意識した宣言と捉える方が自然

だろう。してみると、ここでは絵馬奉納による語りかけが神仏に限られていないと言える。

そのことは、隣接する絵馬への矢印を記すことで、その絵馬の記述内容を参照するものが

あることからも明らかである。鷲宮神社における絵馬掛け所を見ると、個々の絵馬は神仏

と奉納者による 1対 1の関係を構成するものに留まらず、絵馬掛け所全体が WWW 上の掲示 

神楽殿

大酉茶屋

社務所 駐車場

149(47%)

南, 1.8

249(38%)

北西, -3.5

168(39%)

南西, -2.3

281(43%)

北, -0.3 270(55%)

北東, 3.4

165(45%)

南東, 1.6

枚数（各面に占める百分率）

方角, 調整済み残差

拝殿

多少

参道

 
 

図 5-5  絵馬掛け所各面毎の「オタク関係」祈願絵馬数（N=1282） 

                                                  
27 久保田（1978）p.296。 
28 「結婚してくれ」のようなキャラクタへの求愛とともに、「かがみ様 今度重要な試験があり

ます。お力をお貸し下さい m( _ _ )m」のように、キャラクタに功徳を求めるものもある。なお、

既に見たように、「らき☆すた」以外の作品群に言及する絵馬も見られる。この点については、

鷲宮神社は「らき☆すた」に縁があるという視点から、アニメなどの作品全般に縁があると敷衍

することで理解できるだろう。 
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板を思わせるような記述内容と形式を備えている点を指摘できるだろう。 

このように、鷲宮神社――引いては神道そのもの――が元来備えている由緒とは異なっ

た文脈を用いている絵馬が「オタク関係」には多いが、当地が神聖性を備えた場所である

ことが完全に看過されているわけではない。例えば、調査絵馬中にある「すみません神様 不

純などうきできましたが ちゃんとおまいりしました。」という記述が、鷲宮神社に対する

信仰心を動機として参拝しているのではないことに引け目を感じている様子を明確に示し

ている。こうした感情を「巡礼者」が抱いていることは、2008 年 6 月 22 日に行った

土師一流催馬楽神楽
は じ い ち り ゅ う さ い ば ら か ぐ ら

（鷲宮催馬楽神楽）保存会・針谷重威会長へのヒアリングからも伺え

た。会長は 2007 年 5 月頃から増え始めた若い参拝者に対して「ちゃんとした人が来ている」

と評し、好意を寄せながら以下のように言う。 

 

  みんな来ると、何となく交流をする。 

  みんな来ると、あの絵馬を見て、ニコニコして、自分も書いて帰っていく。だからあ

の絵馬は、他の神社にはない絵馬です。 

 

  若い人に、話してたらね、何か「アニメマンガのような不純な動機で、ここが好きに

なってごめんなさい」って言った人がいまして、「いやいや、いいですよ」って言った

んですよ。そんな風にまた、言えるってのがすごいなと思いますね。申し訳ないって

気持ちがあるってのがすごい。そんな気にしなくていいと思うのにね。でもその気持

ちはいいと思う。 

 

会長は、「かがみん29は俺の嫁」という絵馬の記述を見ながら、それをあげつらうことなく

「面白いですよね」と言い、大絵馬に分類されるようなスケールの「痛絵馬」に対しても

「すごくいいものを作ってくれた」と言う。そして、若者が絵馬を奉納することに対して

「やっぱり祈りの心を持ってるわけです。いいことです」と感慨を語って下さった。参拝

の動機がアニメに求められるものであっても、若者が絵馬を奉納し、交流し、満足を得る

ことが、この絵馬掛け所を中心に行われている現状を喜んでいる様子が伺えた。更に、鷲

宮町商工会加盟店舗を中心とした地域の方々に「『らき☆すた』聖地巡礼」を動機として訪

れる人の印象を聞くと、「痛車」には驚かされるが、行儀良く、楽しそうに神社や町を訪れ

ていることを語ってくれるものが大勢を占める。「痛車」で神社にやって来て、「痛絵馬」

を奉納するという奇抜なスタイルを取りながらも、「巡礼者」たちが横柄な観光客とは一線

を画す態度で当町を訪れている様子が伺えた30。また、「オタク関係」の絵馬に関し、同じ

                                                  
29 アニメ「らき☆すた」のキャラクタ・柊かがみのあだ名。 
30 アニメ「らき☆すた」効果で当町を訪れる人が増える以前から、鷲宮神社は県内 7位の初詣

客を有していた。そうした初詣時における参拝客のマナーと、鷲宮神社で行われた「らき☆すた」

関係イベント時などのマナーを比較し、違法駐車の少なさや地域住民に対する接し方、事後にゴ

ミが落ちていないことなどが積極的に評価されている。2008 年 12 月 7 日、鷲宮町商工会加盟店
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く絵馬の記述内で「自重」という表現が多々使われていることも目に付く31。「巡礼者」は

鷲宮神社への「巡礼」に関する情報をつぶさに収集しているため、自身らに投げ掛けられ

ている悪評も把握している32。その点を加味すれば、絵馬が「巡礼者」同士のコミュニケー

ション・ツールとなっていることを前提に、「巡礼者」が「巡礼者」に対して自重するよう

に呼び掛けていることがわかる。そして、再び他者からの可視性に着目すれば、拝殿入口

や社務所など、「オタク関係」の絵馬は神社関係者からの可視性が低いところに多く奉納さ

れていると言える。誹謗中傷などを書かない限り鷲宮神社関係者から咎められはしないの

だが、そうは言っても、「オタク関係」の絵馬を奉納することは神社側が公的に推奨する行

為ではない33。「オタク関係」絵馬の布置は、「巡礼」の記念物を残したい、あるいは「巡礼

者」同士のコミュニケーションを図りたいという欲求と、神社側に対する「自重」が混ざ

り合った結果として、図 5-5 のように収まったのだと考えられる。 

 
 
3. アニメ「聖地巡礼」の興隆――伝統的巡礼・観光研究との連関から―― 

 

「アニメ聖地」を訪れる「巡礼者」たちは、ただ漠然と作品舞台周辺を目指すのではな

く、作品内で描かれた事物を作品同様の構図で見られる場所を見出すことを主目的とし、

場合によってはキャラクタと同様のポーズを取る。あるいはキャラクタのコスプレや着ぐ

るみをかぶっての撮影を行うこともある。そして、WWW 上でアニメのキャプチャ画像と撮影

してきた写真とを並置し、その再現度についてコメントするのが主流である。アニメ観賞

から舞台の同定を経て舞台訪問（「聖地巡礼」）、そして WWW 上での報告という現在採られて

いる流れを実現するためには、インターネット環境が整備されている必要があるのはもち

ろんであろう。また、アニメ「聖地巡礼」に際しては、アニメの画像をキャプチャしたも

                                                                                                                                                  
舗店主へのヒアリングによる。 
31 「自重」は、軽々しい行いを慎むよう戒める字義通りの意味で用いられているが、WWW 上のク

リシェでもあることに留意したい。また、絵馬の中には「ヲタ自重」といった表現の他、「自重

w」のように“w”が語尾に付されているものもある。“w”は「笑い」を意味し、インターネット

普及以前より用いられていた（笑）が（藁）→（w → w のように短縮されたものである。“wwww”

のように重ねて用いる場合も多い。 
32 鷲宮神社参拝者へ継続的に行った聴き取り調査による。とりわけ、2008 年 6月 20 日にお話を

聞いた東京都狛江市在住の 30 代男性は、「巡礼」通算 20 回程度と高頻度で訪れており、鷲宮神

社「聖地巡礼」に係る資料をファイリングの上で持参していた。その資料は WWW 上で入手できる

ニュース資料や関係者の blog 記事のみならず、地方新聞あるいは新聞全国紙地方欄のコピー、

「聖地巡礼」を題材にした同人誌など幅広かった。 
33 2008 年 6 月 20 日、鷲宮神社神職へのヒアリングによる。神職からは、皆、マナー良く参拝し

ており、「痛絵馬」や「オタク関係」の絵馬は問題視していないこと、むしろ、若い人が神社に

お参りに来てくれるのは喜ばしいことだという返答を頂いた。ただし、「皆さんに来て頂きたい

という俗な部分ももちろんあるが、それで聖の領域を失うようなことがあってはならない」とい

う。神社側は「『らき☆すた』聖地巡礼」に対して不干渉の立場を採っており、イベント時の駐

車場貸与も、鷲宮商工会という地元組織からの要請であったことを理由にしている。 
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のが作品と同様の構図を探すための資料として有用である34。そのため、現在見られるよう

なアニメ「聖地巡礼者」の諸特徴を備えるには、アニメの画像をキャプチャできる PC 環境

が個人に備わる 2000 年代初頭を待たなければならなかった。こうした営為を「聖地巡礼」

と呼ぶことが定着したのは 2002 年、アニメ「おねがい☆ティーチャー」放映以後と思われ

る35が、今では検索エンジン Google で「聖地巡礼」という検索語を打ち込むと、関連検索

ワードとしてアニメ作品が並ぶようになった（図 5-6）。 

 
図 5-6 「WWW 上における『聖地巡礼』の関連検索語」（2009 年 1 月 21 日最終確認） 

 
検索語と強い相関を持つ語を機械的に提示するこの関連検索機能であるが、WWW 上では伝

統的な巡礼を押しのけてアニメ「聖地巡礼」が権勢を誇っている様子が看取される。 

                                                  
34 「アニメ聖地」を歩くと、こうした資料を手にした「巡礼者」をしばしば目にする。この点

については、筆者による観察の他、10ヵ所を超えるアニメ「聖地巡礼」を行っている方へのヒ

アリング（2006 年 9 月 14 日）でも確認している。 
35 アニメ等の舞台を訪問する営為を「聖地巡礼」と呼称することの初出は、ここで断定するこ

とができない。ただし、アニメ等の舞台訪問自体は「美少女戦士セーラームーン」（マンガ連載

は 1991-1996，アニメ放映は 1992-1997）が人気を博した 1990 年代前半に認められる。これにつ

いては、「マンガに登場する場所を徘徊する熱心なファンも」おり、作中に出てくる「神社の絵

馬はセーラームーンばかり。お正月になると本当にコスチュームを着た人が歩いている」と著者

の武内直子が語っている。日本経済新聞（1995.10.2）。また、桑原水菜著『炎の蜃気楼
ミ ラ ー ジ ュ

』（1990-2004、

本編全 40 巻、コバルト文庫）の舞台を巡る行為は「ミラージュ紀行」と名指され、『「炎の蜃気

楼」紀行』（1994）、『ミラージュ・フォト紀行――東日本編――炎の蜃気楼を巡る』（1998）、『ミ

ラージュ・フォト紀行――西日本編――炎の蜃気楼を巡る』（2001）が発刊されるなど高い人気

を誇り、とりわけ舞台となっている山形県の米沢上杉まつりには、女性を中心とした当作品のフ

ァンが多く訪れている。 

ここで用いている「聖地巡礼」の発端を仮説的に提起するならば、ゲーム「センチメンタルグ

ラフティ」とそのアニメ化作品である「センチメンタルジャーニー」（共に 1998 年）が挙げられ

るだろう。当アニメのファン・ブックに「12 都市 12 少女物語」という副題が付けられているよ

うに、これらは日本主要 12 都市に住む 12 人の少女との邂逅がテーマである。そして、これら作

品のヒットとともに、少女らに会うために 12 都市を巡る主人公の行動を模倣し、それを「セン

チ巡礼」と呼ぶ者が現れたことが、遅くとも 1999 年下半期付けで確認できる。「センチ巡礼」と

は、作品の略称である「センチ」と、「巡礼」の含み持つ「各所を巡る」という要素が、「聖地巡

礼」という熟語に掛けて組み合わさったものと理解できるだろう。現在の「聖地巡礼」がいつか

らそのように呼称されるようになったかを考える際、参照すべき事項である。 
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このような隆盛を見せているアニメ「聖地巡礼」であるが、果たしてこれは巡礼なのか、

それとも観光なのか。巡礼研究の第一人者であるターナーが「巡礼者がなかばツーリスト

であるならば、ツーリストもなかば巡礼者である」と言い、石森秀三が観光研究の文脈か

ら両者の親和性を指摘するように36、本稿では聖地巡礼と観光を連続体と捉える立場を採る。

「巡礼」と名指されつつも観光資源として町興しに援用されるアニメ「聖地巡礼」は、こ

のスペクトルの中にこそ位置付けられるだろう。 

このように聖地と観光地とを架橋する試みとして参照できるのが、ディズニーランドを

聖地として捉えた能登路雅子37による論考である。能登路は「ディズニーランド文化の洗礼

をたっぷり受けて育った世代のアメリカ人は、その成長とともに、ディズニーランドとい

う場所を単なる遊園地や観光地から、聖地へと変えていった」38とする。また、「ふだんは

孤立した生活をおくる人々がディズニーランドに集うとき、彼らは出身地や階級の差を超

えて平等な市民になり、束の間の、しかし強烈な連帯感を味わう」という指摘には、V・タ

ーナーが述べる巡礼の過渡期である「境界性 liminality」に位置する人々が生じさせる連

帯感と平等性を有した未組織な共同体である「コムニタス communitas」が意識されている39。

これまで見てきた「聖地巡礼」を実践する人々もまた、これに近しい心境を抱いていたも

のと理解できるだろう。アニメの世界に憧れ、「二次元の世界に入れますように＼(＝ω＝.)

／」と祈願する者がアニメの舞台を「聖地」と見なすのは、この見解からすれば不自然な

ことではない。また、「巡礼者」の特徴に現地の人やファン同士の交流を楽しむことが挙げ

られるように、鷲宮神社の絵馬掛け所や作品内でクローズ・アップされている鳥居前、そ

して鳥居前に居を構える食事処・大酉茶屋では「巡礼者」同士の談笑風景が見られる。時

として本名ではなくハンドル・ネームで呼び合うその風景からは、社会的属性が捨象され、

「らき☆すた」のファンであることのみを要件としたコミュニケーションのあり方が指摘

される40。 

「アニメ聖地」とディズニーランドの相違点を挙げるならば、第一に、ここで挙げてい

る「アニメ聖地」はディズニーランドのような「夢の国」を提供するテーマパークではな

く、日常と連続した空間構成をしていることである。「『ここを境にあなたは現在を離れ、

過去と未来と空想の世界に入る』というディズニーランドの入口の呪文」41など、アニメの

舞台には存在しない。日常空間と連続した「アニメ聖地」の場合、あるメルクマール――

                                                  
36 Turner（1978）p.20、石森（1993）pp.23-24。 
37 能登路（1990; 2007）および Moore（1980）も参照のこと。 
38 能登路（1990）p.141。 
39 能登路（1990）p.204、ターナーの分析に依拠する旨は能登路（2007）p.122 参照。 
40 お話を伺う際にインタビューアの身分や目的を明かすのは当然であるが、むしろ「巡礼者」

から求められたのは、「あなたは『らき☆すた』が好きでこの研究をしているのか？」、あるいは

――「らき☆すた」が好きなことを前提として――「どのキャラクタが好きか？」について返答

することであった。前掲した読売新聞による「アニメ信者」というタームに則して言えば、アニ

メを紐帯とした「信者」仲間として語ることができるか否かを試す「信仰告白」が求められたと

言えよう。 
41 能登路（1990）p.202。 
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それは鳥居（「らき☆すた」）、ゴミ処理場（「ひぐらしのなく頃に」）、桟橋や公園のブラン

コ（「おねがい☆ティーチャー」）など様々である――を特定の角度から観ることで「聖地

巡礼」の実感を得る。そのカットはアニメ世界と現実世界との結節点であり、その「入口」

を見つけることは当該アニメ作品に強くコミットしていなければ困難である。そのため、

「アニメ聖地」はただ日常空間と連続しているだけでなく、アニメに強くコミットしてい

る者のみがその場所を「聖地」視することが可能な構造を有している。時として現地住民

が「聖地巡礼」という語に違和感を覚え、そこへ舞台訪問する者の動機を理解できないと

評する42のは、アニメに興味がない者として当然の反応であろう。マッカネル43が「マーカ

ー」に則した「サイトの聖化 sacralization of sight」を論じるように、「アニメ聖地」の

「マーカー」であるアニメに触れずして「アニメ聖地」が「聖地」視されることはない。「聖

なる存在が生存を維持しているのは、人による」44というデュルケムの指摘を加味すれば、

特定の志向性を有した人々によって、あるいはそうした人々にのみ、アニメの舞台は「聖

化」された場所となっている。 

相違点の第二は、多くの「アニメ聖地」ではトップ・ダウン式に「聖地」が提供される

ことなく、個々の「巡礼者」たちがアニメ作品を逐次参照しながら――同好の士と情報を

交換しつつ――「聖地」を見出していくことである。J・スミス45は、キリスト教の聖地は

福音書というテキストに依拠しながら発見されていったと言うが、それと同様の構造が本

事例にも看取される。今日のオタクは神話的テキストである福音書を各種アニメ作品に置

き換え、「聖地」を探し求めている。 

 キリスト教福音書のように神聖かつポピュラーなものならば、そのテキストに名指され

ている地域が聖化することに違和感を覚える者はないであろう。しかし、アニメ作品を一

見したところで神聖性を見出すことは困難であるし、ポピュラーでない作品の舞台を探訪

                                                  
42 2007 年 5 月 30 日、長野県大町市・木崎湖（アニメ「おねがい☆ティーチャー」の「聖地」）

にて、「巡礼者」の集まるレンタルボート店「星湖亭」従業員・50代女性へのヒアリングによる。

ただし、当店ではキャラクタの名を冠した食事の提供やアニメ・グッズの陳列、「巡礼者」向け

交流ノートの設置を行っており、「聖地巡礼」に対し否定的な態度を採っているわけではない。

当店の Web サイト（「木崎湖 星湖亭――信州・大町・木崎湖のレンタルボート――」

http://seikotei.net/、2009 年 1 月 29 日最終アクセス）にもアニメ・ファン向けコンテンツが

用意されている。ただし、当店において「巡礼者」は「おねてぃさん」と呼ばれ、木崎湖を訪れ

ることは「聖地巡礼」ではなく「舞台訪問」と呼ぶように勧められている。呼称変更の狙いは「聖

地巡礼」という語の帯びる宗教的ニュアンスの払拭にあるとのことであった。これは当店が抱え

るバス・フィッシング客など、アニメを動機とした観光でない者への配慮であるという。後述す

る V・スミスによる観光活動の成立要件に照らすと、神社が目的地となっているために「聖地巡

礼」という語に違和感を生まない鷲宮町の事例との差異が浮き彫りになる。なお、この「聖地巡

礼」という語が鷲宮町で自然と受け入れられたことについては、最初に着手した土産物が「聖地

巡礼饅頭」であったことも含め、2008 年 6 月 20 日鷲宮商工会へのヒアリングによる。 
43 MacCannell（1976）pp.42-45 および pp.110-111。 
44 デュルケム（1912=1975）p.194。 
45 Smith（1992）p.89。 
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することで地域住民から抵抗を受けることもままある46。そのために現代の巡礼、とりわけ

本稿のようなアニメの「聖地巡礼」は観光や地域振興の文脈で地域に受け入れられること

が期待される。V・スミス47は観光活動を余暇時間・可処分所得・地域に根付いた道徳観の

三要素が全て働いた時に機能するものと定義しており、本稿でもその定義に沿いながらア

ニメの「聖地巡礼」を観光の文脈に近づけて分析していくこととする。この「聖地巡礼」

を観光の文脈で見た時、観光活動を成立させる余暇時間と可処分所得をゲストが多く費や

すことについては大いに期待できる。オタクが注目され始めたのは、2004 年、野村総合研

究所がオタクの経済性に着目したことが発端だとされるが、同研究所はオタクを「自分が

強くこだわりを持っている分野に対する消費支出（時間）の、趣味や余暇に使える金額（時

間）に対する割合」48から規定している。換言すると、オタクをオタクたらしめる指標は、

可処分所得と可処分時間をどれほど自らこだわりを持っている分野に注ぎ込んでいるかで

ある。たとえば、オタクが余暇時間をいかに貪欲にオタク趣味へと注ぎ込んでいるかは、

2007 年 12 月 31 日に開催されたコミックマーケット 73 に参加した後、休むことなく鷲宮神

社へ二年参りを行っている絵馬奉納者が多数存在することから、その一端を読み取ること

ができる。しかし、V・スミスの定義に挙げられた前二者については問題なくとも、「聖地

巡礼」を観光活動として捉えると、「道徳観」がネックとなるであろう。V・スミスはこの

「道徳観」を、「余暇形態を規定するもの」であり「動機づけとその結果取られる旅行形態

に密接な繋がり」を持っているとした49。アニメ「聖地巡礼」は、その動機が地域住民に理

解されがたい。そして、その旅程は多くの場合、一般に用意されている観光ルートからは

外れている50。「道徳観」からの逸脱が多く見られるアニメ「聖地巡礼」では地域住民から

の抵抗も強く、それだけに舞台地域側が受入体制を整えている地域に訪れて喜ぶ声も多く

聞かれている51。鷲宮町の事例では、ホストがオタクの「聖地巡礼」を大々的に受け入れる

                                                  
46 神社仏閣や景勝地に限らず、何気ない日常の風景であっても「アニメ聖地」にはなりうる。

そのため、場合によっては閑静な住宅地もその対象となる。この時世に 20 代から 30 代の男性が

大きなカメラを提げつつ住宅地を徘徊することが地域住民の不安を煽ることは想像に難くない

だろう。たとえば、『コミック電撃大王』連載の住宅地を舞台にした作品に関し、2006 年 3 月、

同作品の「聖地巡礼」を指して「このような行為は控えていただきたくお願い申し上げます」と

の「お願い」が掲載された。電撃大王編集部（2006）p.179。 
47 スミス（1977=1991）pp.1-4。 
48 野村総合研究所オタク市場予想チーム（2005）、p.13。 
49 スミス（1977=1991）pp.3-5。 
50 「らき☆すた」の主な「巡礼地」は鷲宮神社であるために観光と適合的であるが、そもそも

観光地でない「アニメ聖地」も存在する。また、観光地であっても、従来は観光資源として用い

られていなかったゴミ処理場や児童公園が「アニメ聖地」となる例もある。長野県大町市にある

「アニメ聖地」では、従来的な観光資源への誇りと、新規的に「アニメ聖地」としてまなざされ

ることのとまどいの中で、観光地としてのアイデンティティが相克する事態も見受けられる。観

光ルートからの逸脱によって「巡礼者」らの動機が明確になり、そこでコミュニケーションが生

まれる側面もあるだろうが、地域住民から奇異の目で見られることは免れない。 
51 ここで言及している舞台地域側の受入体制とは「巡礼者」向けグッズの販売などであるが、

こうした販売物は地元住民が「巡礼者」の目的を理解していることを示している。不審者として

処理されるよりも、探訪動機が理解されていた方が過ごしやすいのは自明であろう。もっとも、
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ことで観光活動を成立させている。 

 
 
4. 精神的な中心への旅――「二次に本質あり」52―― 

 

それでは、観光活動として成立したアニメの「聖地巡礼」は、伝統的な聖地巡礼とどの

ように連関を持つのであろうか。アニメの「聖地巡礼」を評して、アニメ作品を信仰テキ

ストとした聖なる信仰世界への訪問と強弁することも不可能ではないだろうが、ここでは

観光の文脈に引きつけ、コーエンが提示する観光経験の類型論を取り入れたい。コーエン

はツーリストの有する世界観に着目し、「観光経験の様々なモードは、ツーリストと『中心』

の関係のあり方に依拠している」と考える53。ここで論じられている「中心」とは、「宗教

的であれ文化的であれ、人々の『精神的な』中心」である。先にデュルケムを参照して「聖

なる存在が生存を維持しているのは、人による」と記したが、そこに続くのは「人は自ら

の生存の維持を聖なる存在に負う」という文言である54。コーエンの述べる「人々の『精神

的な』中心」もまた、機能的にはそれに近しい役割を果たしているだろう。しかし、「宗教」

も「オタク」も、ともに論者によって定義が様々に存在する概念である。そのため、両者

を擦り合わせるよりも、オタクの「聖地巡礼」は精神的な中心を求める観光という文脈で

捉える方が実りある議論を展開できるだろう。 

コーエンは生活世界と信仰世界が分離した現代に生きる人々の多くが社会から疎外され

ているとし、観光は彼らの精神的な中心を賦活することに一役買っていると考える。コー

エンの分類した 5つのモードは、「レクリエーション・モード」から「気晴らしモード」、「経

験モード」、「体験モード」、「実存モード」と階層付けられ、「単なる『楽しみ』に動機づけ

られた最も『表層的』なものから、意味の探求に動機づけられた最も『深い』ものまで」

を網羅している55。繰り返すが、オタクはマンガ・アニメ・ゲーム・PC など互いに深く結び

ついた一群のサブカルチャーに耽溺する人々の総称と捉えられる。オタクの「聖地巡礼」

を分類中の「実存モード」に近しい営為と見なしつつ、その分類から更に逸脱する部分に

ついて論じることで本稿を締め括りたい。 

コーエンは「実存モード」を、「『選び取った』精神的中心、すなわち自己の社会や文化

の主流とは異なった中心に完全にコミットする旅人たちに特徴的なもの」と規定するが、

そこで意味される中心は狭義に「宗教的」である必要はなく、旅する者にとってそこが「豊

                                                                                                                                                  
こうした「巡礼者」の喜びの声は、地域限定生産のグッズが手に入るというコレクター的価値に

対して上げられている面があることも考慮されるべきである。 
52 アニメ「らき☆すた」19 話（DVD10 巻所収）サブタイトル。 
53 コーエン（1979=1998）p.40。 
54 デュルケム（1912=1975）p.194。 
55 コーエン（1979=1998）p.50。 
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かな意味を持つ『リアルな』〈生〉」を営める場所であることが求められている56。オタクが

嗜好する領域内には、自身の「普遍的な世界が内面化されている」という大澤真幸の指摘57

を汲めば、オタクらは自らが選び取った精神的中心に普遍的世界を志向していると考えら

れるだろう。「実存モード」を旅する者は、深い意味の欠如した生活世界から豊かな選択世

界へと旅する者であり、「毎年、訪問を繰り返す人々には観光の『実存』モードが明白に認

められるだろう」というコーエンの指摘58も鑑みると、多数のリピーターが見られるオタク

の「聖地巡礼」は「実存モード」へと位置付けられる。そして、「実存的な経験を提供しよ

うとすることは、ビッグビジネスになる」59という観光経済の観点から、アニメを地域振興

に用いた鷲宮町商工会は慧眼だったと言えよう。 

ただし、オタクの「聖地巡礼」を「実存モード」へと位置付けるだけでは、その特質を

見失いかねない。「実存モード」は自社会／自文化の主流と異なる、選び取った中心へと旅

する者に見られるが、「彼らが実際に至るのは必ず地理的な場所である」60。この事態は、

とりわけ本稿の事例にとって重要な問題である。オタクの「聖地巡礼者」が志向する精神

的中心は実際の地理的場所ではなく、アニメの世界であることは自明であろう。奉納絵馬

に「ここがかがみんの歩いた道かぁ…」という感慨が書き込まれるように、「巡礼者」が志

向するのは地理的場所の彼岸、アニメ・キャラクタの生きる「らき☆すた」の町である。

それだけに、WWW 上で「聖地巡礼」の報告が為される際には、どれほどアニメの情景を再現

出来たかに焦点を当てることが多い。アニメの世界を中心に置く人々が「聖地巡礼」に際

して目的とするのは、舞台の風景を一身に浴びることとともに、そこで撮影した画像がモ

ニタ上でアニメの世界と並置されることにある。アニメに耽溺するオタクの中心がモニタ

に映し出される像にある以上、二次元で表現されるその空間へと入り込むことが彼らの目

的となるのは必然かと思われる。本稿における「聖地巡礼」は、オタクの志向する中心（＝

アニメ／二次元の世界）と現実の世界とを繋ぐ結節点に向かう営為と言えるであろう。そ

して、その結節点から更に歩を進めることは、モニタ上に自身も含めた画像を映し出し、

他者へと発信する所作の中に見出せる。つまり、Web サイト等に画像をアップロードするこ

とで自身の客体化を図り、アニメ・キャラクタと同様に「観られる」側にまわることで、

二次元の世界に溺れ込むことが可能になっているのではないだろうか。WWW 上への報告をも

って当「聖地巡礼」が完遂されることは、とりもなおさず、「巡礼者」の最終目的地がモニ

タ上に存することを示しているだろう。 

                                                  
56 コーエン（1979=1998）p.48。 
57 大澤（2008）pp.87-94。 
58 コーエン（1979=1998）p.49。 
59 コーエン（1979=1998）p.53。もちろん、商工会が用意したものが「ツーリストたちを実存の

経験に誘うよう売り込まれ商品化されているだけだとすれば、我々は、そうした中心から実存的

な意味を得ることはできないだろう」。コーエン（1979=1998）p.51。だが、商工会は「巡礼者」

らとコンタクトを取り、イベント立案や商品開発に際しては「巡礼者」の意見を大いに取り入れ

ている。 
60 コーエン（1979=1998）p.53。 
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5. 結びにかえて 

 

 本稿は、「アニメ聖地」として町興しを成功させている鷲宮町の事例を主に取り扱った。

とりわけ、鷲宮神社に奉納されている絵馬調査を通じて、「巡礼者」が「アニメ聖地」へ抱

く想いを描き出すことを試みている。この事例においては、絵馬が神仏とのコミュニケー

ション・ツールであるだけでなく、アニメ・キャラクタや「巡礼者」同士のコミュニケー

ションも成立させている様子、ならびにアニメ作品を動機とした参拝に「巡礼者」が引け

目を感じている様子が看取された。 

 「巡礼者」がそのような引け目を感じているからこそ、ホスト側には「巡礼者」の動機

を理解した対応が求められ、そこで初めてアニメの「聖地巡礼」が観光活動として成立す

る。また、作品世界へと耽溺することを旨とするオタクが呼称する「聖地巡礼」を、単な

る言葉遊びとして一蹴することは得策ではないだろう。伝統宗教における聖地研究や巡礼

研究をそのまま踏襲することははばかれるとしても、多元的世界の中から選び取った中心

を生きようとする志向性に、実存的な姿勢を読み取ることはできる。本稿ではコーエンを

援用し、アニメ「聖地巡礼」を「実存モード」に位置付けられる実践とみなした。「聖地巡

礼」という語彙に懸けられた意味を理解することは、マス・ツーリストからポスト・ツー

リスト61への移行を見出すという意味で、観光経験の深化と多様化を考える一助となる。 

 鷲宮神社に奉納されている絵馬を中心としてアニメ「聖地巡礼」を記述した本稿では、

その分析調査に多くの紙幅を割いた。そのために、鷲宮町で行われたイベントや「巡礼者」

が集まる食事処などで得られる情報を十全に用いることはできなかった。他「巡礼地」へ

の配慮もできるだけ行ってはいるが、やはり十全とは言い難い。今後の課題には、鷲宮神

社と同じく「痛絵馬」が奉納されている各「アニメ聖地」62との比較がまず挙げられるだろ

う。また、観光地であっても「聖地巡礼」という宗教的タームに馴染みのない場所、そも

そも他地域の人間を受け入れる土壌のない場所では状況が異なることは疑いない。「豊かな

意味を持つ『リアルな』〈生〉」を「巡礼者」が志向したとしても、その生は他者の嘲笑に

                                                  
61 ここではファイファー、アーリおよびブルーナーの議論を意識している。また、彼らの文脈

におけるポスト・ツーリストのあり方から、「アイロニカルな没入」（大澤真幸）、あるいは「斜

に構えた熱狂」（斎藤環）とされるオタクの態度を考察することが可能になる。Feifer（1985）、

アーリ（1990=1995）、ブルーナー（2005=2007）、大澤（1996）および斎藤（2000）参照。 

観光研究と伝統的巡礼研究が交わる際に最も焦点化されるのは、おそらくオーセンティシティ

の問題であろう。ファイファーの議論に従えば、ポスト・ツーリストは観光をある種のゲームを

演じることと捉える。通例、それは「疑似イベント pseudo-events」などと称され、オーセンテ

ィシティの失効へと繋がるが、ことオタクに関しては「『虚構＝複製物』のアウラをみずから仮

構して」しまう。斎藤（2000）p.35。そして、そのようにして仮構されたアウラあるいはオーセ

ンティシティが表出したのが「聖地巡礼」という語であると考えられる。ただし、この点につい

ては「ハイパーリアリティ」を軸とするアーリの論考、およびオーセンティシティを細分化して

考察したブルーナーの論考を詳細に追う必要があるため、稿を改めて論じたい。 
62 作品名のみを挙げると、「美少女戦士セーラームーン」「かみちゅ!」「ひぐらしのなく頃に」

の舞台に「痛絵馬」が奉納されている。 
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よって儚く霧散してしまう可能性がありうるだろう63。作品の世界観が現実に照射されるア

ニメ「聖地巡礼」は、ホスト－ゲスト間の共犯関係によって構築・維持されている。かよ

うに多様な状況が想定されるアニメ「聖地巡礼」に対し、更なる研究が期待される。 

 

 

 

本稿は『北海道大学文化資源マネジメント論集』Vol.011（2009 年 3 月 3日）に掲載された拙

稿「アニメ「聖地巡礼」実践者の行動に見る伝統的巡礼と観光活動の架橋可能性－埼玉県鷲宮神

社奉納絵馬分析を中心に－」（査読付論文：2009 年 2月 10 日受理、2009 年 3 月 2日採択）を CATS

叢書向けに整形して再録したものである。 

今井信治（2009）「アニメ「聖地巡礼」実践者の行動に見る伝統的巡礼と観光活動の架橋可能

性－埼玉県鷲宮神社奉納絵馬分析を中心に－」『北海道大学文化資源マネジメント論集』Vol.011, 

pp.1-22（Web 公開版：http://hdl.handle.net/2115/35681）。 

 

 

 

 

                                                  
63 主観的な現実を維持するには、その現実の有意性を共有する他者との社会的接触が期待され、

その現実の崩壊は他者からの嘲笑などによってもたらされる。バーガー&ルックマン（1966=2003）

p.235。 
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フィルム・インスパイアード・ツーリズム： 

映画による観光創出から地域イノベーションまで 

内田 純一1 

 

 

1. はじめに 

 

ジョン・アーリ（Urry, 1990）の指摘を待つまでもなく、観光地が有名になるプロセス

において、テレビや映画などのメディアの影響力は甚大である。例えば、北海道において

も多くの地域が観光地として変貌する過程で、テレビや映画の設定した物語を追体験しよ

うとして大勢の観光客が訪れた。ダニエル・ブーアスティン（Boorstin, 1962）が言うよ

うに、メディアにはイメージを形成するパワーが備わっているのである。 

現在、日本の各地において、上述したようなメディアパワーを活かそうと、フィルムコ

ミッションのオフィスが続々と設立されているが、地域価値の創出につなげるための本質

的な議論がまだ十分に行われていないようである。本稿では、こうしたメディアに影響を

受けて観光行動に至るというプロセスが存在することを前提とし、地域の側から外在的な

ものであるメディアをどのように活用していけばよいかについて検討する。 

地域内部だけの力で、地域の新たな価値を創ることは大変な作業である。しかし、外部

に存在する力をうまく活用するには、地域に人材や投資を招き寄せるような魅力をつくる

努力が不可欠である。内部と外部の力をどのように共創させるべきなのかについて、本稿

は実践的というよりも、理論的な考え方を援用しながら過去の取り組みを評価し、地域が

メディアの力を使って観光振興や地域発展を目指すための議論を提供していく。 

 
 
2. メディアと観光のまなざし 

 

 前述のブーアスティンは、「イメージは人工的に創り出されるものである」と述べている

（Boorstin, 1962, 訳書, p.195）。彼は、20 世紀のアメリカでは、メディアが事実を人為

的に創り出すような「現実／イメージ」の境界不明状態にあったと指摘している。現実が

イメージによって部分的に、かつ事後的に捉えられるのではなく、イメージが新しい現実

を生み出すという考え方である。こうした逆転現象の背景には、写真や映像などのメディ

                                                  
1 北海道大学観光学高等研究センター 准教授。本章に関する一切の著作権は、原著作者（内田

純一）に帰属します。uchida@cats.hokudai.ac.jp 
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アの発達と、そうしたイメージを量産するマス・マーケティングの発達がある。 

ブーアスティンはまた、観光についても言及しており、「旅行者の没落、観光客の台頭」

という言葉で 20 世紀の傾向を端的に言い表している（Boorstin, 1962, 訳書, p.96）。つ

まり、見知らぬ土地へのアドベンチャーとしての旅行ではなく、ガイドつきの観光が主流

になったということである。この説に従えば、現在の観光地という存在は、観光を消費す

る装置として社会的に用意されたものであったとさえ言えるのである。 

観光行動を認識論的に捉えると、結局は「旅行者が観光地をどう見る」か、という点に

尽きる。例えば、同じ温泉につかっていても、ある人は単に身体を洗うために来ている人

もいるかもしれない。これは機能的側面に極端に偏った例としておこう。次に、保養や湯

治などの別の目的で来ている温泉客に関しては、泉質に期待した機能的側面に軸足が置か

れつつも、温泉でリラックスするという行動には、多分に儀式的側面が含まれるであろう。

一方で、単純に映画のワンシーンで取り上げられた温泉風景を追体験したいだけ、という

温泉客がいてもおかしくはない。この場合は、温泉に機能的な便益を全く期待していない

という場合もあろう。これが温泉ではなく、名所・旧跡を探訪するものであったらどうで

あろう。旅行会社のパンフレット、テレビの旅番組、映画やドラマのロケ地、そういった

メディアが作ったイメージに大いに影響され、またはそうしたメディアを「ガイド」とし

て観光を消費していることは多いはずである。 

上述の例だけではいささか断定的に過ぎるかもしれないので、より身近な目線で説明し

ておこう。我々は、ある観光地を旅行しているときに、その土地の歴史・文化などを知っ

ていれば、単に景色を楽しむ以上の感覚を味わうことが出来る。また、同じ景色を楽しむ

にしても、その景色が他と比べてどうなのか、という比較の対象を持っていれば、つまり

「差異」の基準を持っていれば、もっと深く感動することが出来る。このように、観光を

するときに、観光客は何らかのフィルターをもって観光地を見ている。まさにこのことを

アーリは「まなざし」と呼んだのである。彼は、まなざしは記号によって構築される（Urry, 

1990, 訳書, p.6）と述べている。例えば、観光する際に「北海道らしい景色だ」と言う際、

観光客は「らしさ」を何らかの記号から感じ取っていると見てよい。そして、こうした記

号を社会的に「与える」存在が、テレビや映画、広告などのメディアである。これを Urry

流に言えば「社会的に与えられたまなざし」という言い方ができるかもしれない。 

 

 

3. 「社会的に与えられたまなざし」と沖縄イメージ 

  

沖縄と言えば、南国の楽園、青い海や空、白い砂浜とさんご礁といったイメージが今や

日本全国に共有されている。しかし、沖縄イメージは 1972 年の沖縄の日本復帰の際に、中

央によって規定されたものであるという。多田（2004）は、沖縄国際海洋博覧会（以下、

海洋博）を通じて、全国的に沖縄の持つ青い海と青い空というイメージが喧伝されること
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で、それが内外に決定づけられ、その後も航空会社や旅行会社によるマーケティング活動

によって「楽園」イメージが「意図的に」浸透させられていったという事実を、社会学や

カルチュラル・スタディーズの方法を動員して読み解いている。確かに、万国博覧会など

の歴史的イベントには、それ自身が歴史を作り、集団的なイメージを一気に築き上げるメ

ディア・イベントとしての機能がある（Dayan & Katz, 1992）。そして、そのイメージを後

押しに、中央主導の開発を一気に成し遂げる隠れ蓑とされ、大阪万博に合わせた新幹線の

開通に代表されるように、そのパワーは戦後の我が国において何度となく使われてきた（吉

見, 1992）。 

 沖縄の海洋博そのものの観客動員は予想を下回るものであったが、中央主導で策定され

た海洋博プランには、イベント後の沖縄の将来について、観光リゾートとして発展するこ

とが明確に意図されており、海洋博で亜熱帯や海洋資源を強調する路線は、そのまま観光

沖縄を語る旅行会社や航空会社の宣伝文句となり、復帰後の日本での位置づけが定まって

いなかった沖縄の進路を決定づけた。まさに海洋博はメディア・イベントの典型例であっ

たのである。 

 沖縄における「青い海」を強調したイメージ化の是非を問うことは、本稿の趣旨ではな

い。現実に沖縄における観光業は既に基幹産業になっており、海洋博を境に、ホテルや交

通インフラなど、集客のための環境が一気に整備されたことは乱開発による自然環境への

悪影響という問題を一方に抱えながらも、その全てを否定することはできない。注目すべ

きは、沖縄県の近年の状況を眺めると、「社会的に与えられたまなざし」を沖縄県民自身が

受容し、そのまなざしが形成したイメージを活用しながらも、元々のまなざしの投げかけ

手に向けて、イメージの再発信を行っている点もあることである。例えば多田は、沖縄の

第一次産業や第二次産業が観光沖縄のイメージを取り入れる形で、農産品や加工品・工業

製品などが、「亜熱帯」イメージを身につけて変貌している点に注目している。最近では、

2001 年の米国同時多発テロの発生時に、「米軍基地のある沖縄は危ない」という風評が立ち、

修学旅行などがキャンセルになるということがあった。その対策として、県や観光業界は

沖縄旅行の安全性を訴えるため、「いこうよ！ おいでよ！ 沖縄キャンペーン」を実施し

た。このキャンペーンで使われたロゴにある「だいじょうぶさぁー」という台詞は、NHK に

よって 2001 年度の上半期に朝の連続テレビ小説シリーズとして放送され、同シリーズ中で

も最大の支持を視聴者から得た『ちゅらさん』の主人公の口癖を大いに意識したものであ

った。 

沖縄に対するステレオタイプのイメージが定着することを潔しとしない沖縄県民もいる

（多田, 2008, p.210）はずである。確かに、ちゅらさんによる沖縄イメージもまた、沖縄

の持つ「癒し」のイメージを過大視し過ぎており、沖縄の基地問題や失業率の高さなどに

目をつむっている面も否定できない。しかし、テレビドラマは現実を全て受け止めて制作

できるものではないだろうし、何よりこのドラマの沖縄での平均視聴率が放映開始当初で

30 パーセントを超えていたことからも、沖縄県民自身がこのドラマを熱心に鑑賞してきた
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という事実がある。 

理念や建前としての見解は別にして、上述の「いこうよ！ おいでよ！ 沖縄キャンペー

ン」のように、地域が外からのまなざしを取り入れて、したたかに行動することも必要で

あろう。 

このように、社会的まなざしという、いわば外側から押しつけられたまなざしは厳然と

して存在するけれども、その一方で、沖縄の例がそうあったように、地域がその押しつけ

に対して主体的に何も行動を取ることが出来ないというわけではない。さらに言えば、観

光地が自らに都合のよいイメージを発信し、それをメディアに取り入れさせることも不可

能ではないだろう。こうした「主体的に創造するまなざし」が生み出される可能性がある

ことも指摘しておこう。 

 

 

4. 戦後の北海道と映画 

 

観光のまなざしを形成するにあたり、戦後のメディアは重大な役割を果たしてきた。歴

史を追って見ていくと、第二次大戦後の日本におけるメディア王者は言うまでもなく映画

であった。一般の家庭にテレビが普及するのは、1964 年の東京オリンピック以降であり、

それ以前の時代において映画は観客すなわち潜在的な観光客に対して、何らかの記号を植

え付けてきたと言ってよい。映画の中に特定の地域が登場し、その地に訪問したことのな

い観客がそれを鑑賞すれば、一般大衆にとっては、その地域の視覚的イメージを形作るほ

ぼ唯一の情報源として作用する。そして、それが記号化され、観光地のイメージとして形

作られていくことになるのである。 

それでは、北海道の地域イメージはいったいどのように「与えられた」のであろうか。

戦後間もない頃、本州に住む多くの日本人にとって、北海道という地域はあまりにも遠く、

大自然や景色の雄大さが活字メディアを中心にたたえられることはあっても、そこに住ん

でいる人々のイメージを持つことは困難であったはずである。屯田兵や開拓農民、ニシン

漁師といった散発的な知識はあっても、それらの人が、どんなふうに、何を思って生きて

いるのかは、よほどの北海道文学の愛読者を別にして、多くの一般人にとって想像の及ば

ない範囲であっただろう。その意味で北海道を舞台にした映画というのは、一般的な日本

人にとって観光のまなざしを構成する記号のほぼ全てになり得たと言ってよい。 

北海道を舞台にし、しかもそこで住む人々の愛憎をメインテーマに据えた最初の作品が、

黒澤明監督による『白痴』（1951 年）であろう。ドストエフスキーによる「白痴」を原作に、

舞台のペテルブルグを札幌に設定を置き換えて脚本化したこの作品は、札幌の上流階級に

おける家庭のあり方、あるいは札幌の都会的でハイカラな街並みを圧倒的な豪雪とともに

銀幕に映し出し、「北の都」としての印象を全国に向けて決定づけた。黒澤明は札幌の街並

みを「まるでヨーロッパのようだ」と言ったというが、この映画に記された札幌の街の美
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しさと荘厳さは、日本の他の都市では到底味わえないものであることは、黒澤の言葉がな

くとも一目瞭然であった。 

この映画に主演して白痴の帰還兵を演じた森雅之は、北海道大学の前身である札幌農学

校を卒業し、後に白樺派の作家となった有島武郎の長男であり、さらに、メインの舞台と

して撮影に使われた住宅は、札幌に実際にあった有島邸で、森雅之の生家でもあった。ま

た、共演の久我美子は旧華族の出身であり、上流階級という役どころにリアリティを感じ

させた。原節子の演技は迫真に満ち、降りしきる雪との相乗効果も相俟って、さらに鬼気

迫るものに見せていた。こうした副次的要素も重なり、この映画の物語が例えフィクショ

ンであることがわかっていたにせよ、観る者に対して、札幌で暮らす人々のなかにはかく

なる人々も実在しているだろうか、というような漠然とした憧憬を与えていた。ただ、黒

沢映画のなかでは娯楽作品とは言えず、やや異色の作品ではある。 

札幌以外の都市を舞台した映画に目を向けてみよう。当時、戦後最大のベストセラーと

言われ、実に 70 万部を売り上げた原田康子の小説が異例のスピードで映画化された『挽歌』

（1957 年）は、封切り後に若者を中心に大きな支持を受け、それまで無名であった釧路と

いう地方都市の名前を一気に有名にした。そもそも釧路地方は、原田康子による原作の表

現を借りれば、道東の中心都市ではあるが、一年中霧で曇っていて日照に恵まれない上、

多湿で夏期でも冷涼な気候であり、さらには発展する水産加工業のおかげで常に悪臭が漂

う陰気な街であった。しかし、炭坑・水産・パルプなど当時の道東の産業が活況を呈する

なか、その中心地である釧路は急速に都市としての風格を携えてきているともいえた。『挽

歌』が映画化されることで、釧路中心部の意外にも都会的な風景や、近隣の大湿原や神秘

的な湖などの雄大な自然が映像によって紹介されるだけでなく、主人公の奔放な生き方が

共感と熱狂を持って受け入れられるにつれ、釧路は、それまでのさえない「最果て」の街

としてのマイナスイメージから、一気に「ロマンの街」、「挽歌の街」という印象を付与さ

れることになった。釧路市が今に至るまで市のキャッチコピーを「霧とロマンのまち」と

している原点がこの作品にある。 

 

 

5. 夕張市が生んだ映画祭の積極的評価 

 

映画やテレビによって与えられたまなざしが、常に地域の人々にとっても望ましいとは

限らないことは沖縄の事例のところでも述べた。与えられたまなざしが作るイメージを、

ただ待っているだけでは、あまりにも主体性がなさ過ぎる。とはいえ、地域の側が映像メ

ディアを活用することによって、自らのイメージを創り出していくことは、残念ながら今

のところは現実的ではない。それでは、どうしたら地域で生きる人々が主体的に観光のま

なざしを創造していくことが出来るだろうか。 

ここでは夕張地域のケースを紹介しよう。夕張という地域は、国のエネルギー政策を担
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った石炭産地として、最盛期 12 万人の人口を誇ったが、その後の夕張は、エネルギー構造

の変化によって、炭坑閉山を余儀なくされ、急速に産業基盤が弱くなり、人口も流出し続

けていく。街並みは寂れ、閉山した炭坑の跡地がしばらく放置されていた。さらには、1981

年の北炭夕張新炭鉱でのガス突出事故、さらに 1985 年の三菱南大夕張炭鉱でのガス爆発事

故により、それぞれ 93 人、62 人という大量の死者を出してしまう。特に、北炭夕張の事故

の際は、坑内に人が残されたまま、内部の火災を沈静化するために給水せざるを得なくな

ったという不幸な事故であった。その様子はテレビニュースで取り上げられ、非常にショ

ッキングな光景が、全国的に中継された。事故後は炭坑閉山も進み、やがて遂に夕張から

炭坑の灯が消えていく。このように、本州の人々からは、夕張は大きなマイナスイメージ

を伴って、「悲劇の街」として捉えられていた。 

まさに夕張のイメージは、1977 年の映画『幸福の黄色いハンカチ』で高倉健が演じた貧

しい炭坑夫の暮らしぶりであった。そのイメージと 1980 年代の事故の印象とが相重なって、

夕張の印象をより悲劇的なものにしていた。しかし、この映画で夕張が取り上げられたこ

とは、夕張に新しい地域コンセプトを芽生えさせることになる。映画ロケ地めぐりをする

観光客の要望に応えるべく、炭坑の跡地などを産業遺産として提供する観光の可能性に目

を付けたのである。さらに、1979 年から夕張市長となった中田鉄治が映画好きだったこと

もあり、映画祭の開催という全国的にも先進的な取り組みに挑戦していく。1990 年には第

一回目となる「ゆうばり国際冒険・ファンタスティック映画祭」（のちに「ゆうばり国際フ

ァンタスティック映画祭」）が開催される。宿泊施設も二軒しかないような田舎町で、国際

的な規模の映画祭が続けられるとは到底考えられず、多くの評論家がこの映画祭は早晩消

えてなくなると考えていた。しかし、この真冬の映画祭は、2006 年開催分が既に第 17 回目

を数え、日本における地方映画祭の先駆けとして最も高いネームバリューを持つ。その後、

夕張市が財政破たんしたことの影響で 2007 年の開催は見合わされたが、2008 年には第 18

回目となる映画祭が開幕し、2009 年度以降も予算規模は縮小されたものの継続して開催さ

れることが決まっている。 

「映画祭のまち」という印象は徐々に広まり、地域の住民も映画をテーマにしたまちづ

くりに積極的に協力している。夕張中心部では古い名画のカンバンを掲げた商店が連なり、

これを目当てに訪れる観光客も多い。また、かつてヒットした『幸福の黄色いハンカチ』

はアジア各国での人気が現在でも高く、映画の舞台となった炭鉱住宅に黄色いハンカチが

はためく「幸福の黄色いハンカチひろば」へと多くの観光客を導いている。 

また、映画祭によって多くの映画人を支援してきた実績は、若き日に夕張映画祭を訪れ

たクエンティン・タランティーノ監督が、「もっとも愛する映画祭」として夕張をあげ、さ

らに自ら監督する映画『キル・ビル』（2004 年）に「Go Go Yubari」なるキャラクターを登

場させたり、台湾の映画監督で国際的に著名な候孝賢監督が台湾と夕張を舞台とした映画

『ミレニアム・マンボ』（2001 年）を撮り、夕張映画祭で先行上映したりといった華やかな

話題も提供してきた。こういったエピソードに見られるように、国際的なレベルでの人的
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交流の成果はきちんと出ているのである。 

以上のように夕張は、地域が活用できる「主体的に創造するまなざし」の道具として、

映画祭というメディア・イベントを使い、それらが相乗効果を上げる形で地域イメージを

発信し続けてきた。もちろん、全てが自力であるわけではなく、与えられたまなざしとし

て、映画『幸福の黄色いハンカチ』を取り込み、それを映画によるまちづくりに生かすこ

とで外に向けて再発信するということも行ってはきている。しかし、人口流出や炭坑事故

などのマイナスイメージを払拭するだけのプラスイメージを形成してきたことは間違いな

く地域努力のたまものであると言えよう。不幸にして自治体そのものは、行き過ぎた観光

施設への投資によって、財政破たんという結果になったが、地域の魅力というものを、与

えられたまなざしにとどまらず、自らが創造するまなざしに変えてきた取り組み自体は、

もっと評価されるべきであろう。 

 

 

6. 「主体的に創造する観光のまなざし」へ向けて 

 

近年、小樽に外国人観光客が増えている理由のひとつに、岩井俊二が監督し、中山美穂

が主演した映画『Love Letter』（1995 年）が韓国で大ブームとなったことが影響している。

1995 年制作と少々古い映画であるが、韓国では、1998 年から徐々に進んだ日本文化の開放

政策後に、この映画の良さが少しずつ浸透していったこともあり、いまだに観光客を押し

だす影響力を持っている。この映画は、小樽と神戸を舞台にし、撮影当時に阪神大震災が

あったため、神戸ではほとんど撮影が出来なかった。その結果、小樽の風景がより多く取

り扱われる結果となり、小樽運河はもちろん、相手役の豊川悦司が働くグラススタジオや、

旧日本郵船小樽支店など、小樽観光での見所が満載である。しかし、韓国の観光客たちは、

建築物以外にも、主人公の住宅やその周辺の街並み等の何気ない場所にも訪問するのだと

いう。小樽というまちは過去に、保存運動によって本来の役割を終えた運河を一部残すな

ど、歴史的な景観を意図的に保存し、十数年の間に急激に観光地として整備されてきたま

ちであるが、この映画では、そうした地域によって独自に構築された「主体的に創造した

観光のまなざし」を拾い上げただけで、積極的に外側から地域イメージを付与していない

点に特徴がある。今後はマスメディアが一方的に「与えられたまなざし」を用意するので

はなく、「イメージ／現実」の関係が相互に影響し合うものになっていく。そして、地方自

治体の観光政策担当者は、そういうビジョンを持ちつつ、フィルムコミッション活動など、

個別の取り組みを行っていくべきなのであろう。 

単なる観光地として、地名を広告や宣伝活動によって連呼してみたところで、すぐに忘

れ去られてしまうものである。しかし、物語として送り出された地域のイメージは、一度

見た映画の内容をなかなか忘れないのと同様に、簡単には消えない。そのため、観光へと

旅立つ動機は単純な地域広告や地域広報を通じてよりも格段に高められるはずなのである。
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よって、フィルムコミッションなどによって、映画やテレビドラマのロケ地を売り出すこ

とは、観光のみのプロモーションに集中する場合よりも、即効性は低いかも知れないが将

来への着実な投資になるものなのである。 

 

 

7. 地域イノベーションをインスパイアする 

 

著名な都市経済学者であるリチャード・フロリダは、ニュージーランドの都市ウェリン

トンは、クリエイティブ産業全体を発展させる可能性を秘めている、とベストセラーにな

った著書『クリエイティブ・クラスの世紀』のなかで主張している（Florida, 2005）。ウ

ェリントンは人口 40 万人ほどのまちに過ぎない。しかし、ウェリントンは『ロード・オブ・

ザ・リング』三部作（2001/2002/2003， アメリカ＝ニュージーランド合作）の撮影地とし

て、さらに同三部作の監督ピーター・ジャクソンの故郷として一躍有名になったまちでも

ある。映画スタジオが整備され、『キング・コング』リメイク版（2005, アメリカ）なども

撮影された。ロード・オブ・ザ・リングへの投資と興行的成功によって、映画撮影に必要

な産業がウェリントン周辺に育ち、現在ではハリウッドよりもコストが安く、そして質の

高い映画を撮れる場所になっている。 

しかし、映画撮影に関わるＣＧデザインや音響、スタジオ運営といった映像関連産業だ

けではなく、もっと広範な意味を持つクリエイティブ産業全体が活性化するとフロリダは

述べているのであろうか。産業の活性化とイノベーションの発生可能性は密接に関連しあ

っているはずだが、ウェリントンはイノベーションを生む基盤を短期間に整備することが

できたのであろうか。 

かつてイノベーションの源泉は技術や知識にあると言われてきた。これらは企業や大学

などから生み出され、さらにはそうした企業や大学を保有する地域からはスピンアウトや

スピルオーバーという形で起業家を誕生させやすく、それがフロリダの言う「場所の力」

としても作用してきた。このような地域はかつてのシリコンバレーのように、歴史的・政

策的に形成されるため、一地域の力だけではどうにもならないことも多い。 

しかし、近年になってイノベーションの質が変化してきていることが、こうした状況に

少しずつ影響を与えている。例えば、通常の技術イノベーションは、今やインドや中国な

ど、かつては生産拠点として捉えられていた地域からも続々と生まれるようになってきた。

既にインドにはバンガロール、中国には中関村といった各国版シリコンバレーが生まれて

いる。結果として、先進国が保有するイノベーションのうち、国際的な競争力を持つ分野

が、バイオテクノロジーやコンテンツ産業など、高度に知的財産化され、かつクリエイテ

ィブな分野に限られつつあるのである。 

クリエイティビティは、大学や産業というより、個人の力に帰属するようなものであり、

こうしたクリエイティブな人材は、より過ごしやすい地域に簡単に転居するという傾向が
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ある。そのため、ウェリントンのように新興のクリエイティブ都市であっても、世界中に

いるクリエイティブ人材を惹きつける魅力さえあれば、新興都市がイノベーションにつな

がる人材を世界中から集めることができるということなのである。 

 現代社会は、国と国が競争しているというよりも、都市や地域といった準国家レベルで

競争する時代に変わりつつある。そして、地域や都市が魅力を放つために重要な要因が、

少々感覚的な表現をすれば、その場所に芸術や文化の香りがするかということにあるので

ある。未来のイノベーションを担うと目される「クリエイティブ・クラス」（Florida, 2002）

と言われる階層は、自らの文化的感性に従って移動するという。彼らを惹きつけられるか

どうかがこれからの地域・都市の発展を左右するのだとすれば、我々はウェリントンのよ

うな地域の取り組みを無視することはできないであろう。 

 

 

8. おわりに 

 

 ウェリントンは、観光者というよりも移住者を巻き込むことに、映画ロケや映画産業の

活性化を活かした事例であった。もちろん、ウェリントンを観光地化実現と誘客成功の模

範例として見ることもできる（Beeton, 2005）が、むしろウェリントンでは単なる観光活

性化というよりも、フロリダが言うように産業の活性化や地域イノベーションの創発が目

指されている点に注目すべきである。日本においても、沖縄や北海道などに典型的に見ら

れるように、映画やテレビドラマを活かした観光活性化の手法は使われてきている。しか

し、それらは与えられたまなざしに依拠するものであって、自ら主体的にまなざしを創る

という意味では、ウェリントンの事例にはるかに及ばない。 

 本稿でまなざしの概念によって論じたように、外在的なメディアの力を活かすだけにと

どまらず、それを内在的な力へと置き換えることは可能である。フィルムコミッション活

動や、ロケ地めぐりの観光商品開発に取り組むことも重要であるが、地域を本質的に魅力

あるものにすることを忘れてはならない。 

 最後に高成長地域の事例をひとつあげておこう。中国浙江省にある横店には、「横店影視

城」という映画村がある。杭州から車で三時間ほどのところに、1：1 フルスケールの紫禁

城を初め、広州街・香港街、江南水郷など、あらゆる映画ロケに対応可能であり、テーマ

パークとしても営業されている。チェン・イーモウが監督し、ジェット・リーとトニー・

レオンが出演した『ＨＥＲＯ』（2002 年）や、チェン・カイコー監督で真田広之主演の『無

極（プロミス）』（2005 年）など、横店は超大作が続々と撮影されている場所でもある。近

年の中国には、海外ロケが常態化したハリウッドからも資本が投じられ、大型予算の作品

が制作されるようになっただけでなく、人材の面でも、かつてハリウッドに進出した香港

映画人や俳優などが中国本土に集結して、今やあらゆる才能を求心する状態になってきて

いる。横店がウェリントンのようにクリエイティブ人材を惹きつける都市に発展するかど
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うかは未知数であるが、映画を主軸にした先進国以外の急成長都市として、今後どのよう

な発展経路を辿るのか興味深いところである。 

このように、いわゆる技術イノベーションとは異なったレベルでの地域発展を志向する

地域が複数現れてきている。こうした地域は、日本の地方部とも当然ながら競合する関係

にあるはずである。グローバルに地域や都市の競争が展開されている今こそ、単に映画ロ

ケ地を誘致するという従来型の狭い視点ではなく、地域を国際的に魅力的な存在にするた

めに映画産業を含むクリエイティブ産業全般を活かしていくという広い視点へと転換をは

かることが求められているのではないだろうか。 
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稿「フィルム・インスパイアード・ツーリズム－映画による観光創出から地域イノベーションま
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おわりに：21 世紀のツーリズム研究に向けて 

 

山村 高淑1 

 

 

1．地域の観光振興における「文化の磁力」の問題とは何か 

 

有形のモノや情報、身体化された知識・技法・ノウハウ、制度化された人的・組織的ネ

ットワークや知的財産など、人間の営みに関するあらゆる要素が「文化」として認識され

る。これを社会的に運用可能な資源として捉えた場合、「文化資源」と呼ぶことができる。

したがって観光振興における「文化の磁力」の問題とは、地域が如何に魅力的な文化資源

＝「文化の磁力」を持ち、人々を吸引できるのか、という命題となる。 

この命題に対し、地域側が採りうる戦略には大きく以下のふたつがある。すなわち(1)文

化資源の「集積地」となることと(2)文化資源の「集散地」となることである。 

 

(1)文化資源の「集積地」という戦略 

文化資源の「集積地」とは、地域がどれだけ文化資源を所有できるか、その土地にスト

ックできるか、というアプローチである。つまり、歴史的な町並み景観を活用したり、あ

るいは有形・無形の文化財や芸術作品などを特定の場所に集積させたり、情報などの資源

もアーカイヴ化して物理的に固定化したり（例えば映画資料館など）と、できるだけ高い

質で特定の場所に多くの資源をストックするという戦略である。このアプローチの利点は、

特定の場所に対して旅行者が代価を支払うことになり、地域にピンポイント的な経済効果

をもたらすことができる点にある。その一方で難点もある。まず、博物館や美術館、民俗

村など文化資源を集積させる場所を新規に建設する場合、莫大な費用がかかる。もはや現

在多くの自治体はそうした事業に耐えうる財政的体力はない。また集積された資源の質と

量に地域の文化的魅力が規定されるため、自ずと持てる地域と持たざる地域との差を生み、

それが文化の地域間格差を生んでしまう。世界遺産を持つ地域に旅行者が集中し、その周

辺地域は素通りされてしまうという、世界遺産特需の表裏の関係はその一例である。つま

りこの戦略は、潤沢な予算を有する地域か、あるいは文化遺産や文化財をもともと多く持

つ地域にとっては有効なのだが、それ以外の大多数の地域にとっては実現することが極め

て難しい戦略である。 

                                                  
1 北海道大学 観光学高等研究センター 准教授。 

本章に関する一切の著作権は、原著作者（山村高淑）に帰属します。deko@cats.hokudai.ac.jp 



山村高淑山村高淑「おわりに：21 世紀のツーリズム研究に向けて」 

CATS 叢書 Vol.1『メディアコンテンツとツーリズム』第 7章 
© YAMAMURA Takayoshi, 2009 

 130

(2)文化資源の「集散地」という戦略 

もうひとつの戦略は文化資源の集散地となることである。ソフトとしての文化資源（情

報・知識・技術・知的財産・メディアコンテンツなど）が集まり、そして人的交流を通し

て別の土地へ向かう、すなわちソフトの集散地＝ハブとなる戦略である。このアプローチ

の特徴は、集まってくる人そのものが情報を持っており、彼ら自身が来訪地で情報を発信

する点にある。したがって地域の側は場所と機会を提供するのみで、旅行者がその場所を

交流の場として位置づけ、そこで旅行者自身が情報発信を強力に行うことで、自らが文化

資源＝文化の磁力の一部となっていく。前述した集積地型とは異なり、地域の側にとって

重要なのは文化遺産や文化財ではなく、こうした旅行者自身が自由に交流できる仕掛け、

あるいは広場・余白的な場所、すなわち「プラットホーム」の存在である。 

 

 

2．現代の新たな文化の集散地 

 

■「国境を越えた同時代性」と「嗜好性の強い趣味のコミュニティ化」 

祭りの行われる場所や市（マーケット）などは前述したような「集散地」的性格を持つ

伝統的な場所であるが、現代における新たな文化の集散地は、ソフト＝情報の同時代性・

特殊性・趣味性とその情報量において、これまでとは大きく異なる様相を呈している。そ

のキーワードは「国境を越えた同時代性」と「嗜好性の強い趣味のコミュニティ化」であ

る。 

60 年代以降に生まれた日本人は、アニメやマンガ、そしてゲームで育った世代である。

こうした若者層は、それ以前の世代とは情報共有の仕方が異なる。80 年代後半からの日本

製マンガやアニメの国際的な普及、2000 年前後から始まる mixi などインターネットコミュ

ニティの発達による情報コミュニケーションの様態の多様化とネットワークの複雑化は、

趣味のコミュニティを多様化させ、旅行行動自体にも大きな影響を与え始めた。更にこう

した若者文化はインターネットによって瞬く間に世界中で同時共有され、海外の若者を日

本に惹きつけたり、海外において日本のアニメやマンガのイベントが開催されたりする現

象を生んでいる。 

つまり、メディアを通じた情報送受信力を身に付けた現在の若い世代にとって、旅行動

機とは、よりボーダレスで趣味性の高いものとなる。こうして同時代性・特殊性・趣味性

の高いソフトに特徴づけられる新たな文化の集散地が次々と誕生しているのである。 

 

■コミケ・秋葉原・ジャパンエキスポ 

例えば、こうした現代の集散地の我が国における最も典型的な例は、コミケと秋葉原で

あろう。石森秀三が本書の巻頭言で触れているように、コミケとは 1970 年代に始まるコミ

ックマーケット（同人誌即売会）のことである。まず同人作家自身が自分の作品を発表す
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るために集まり、さらにその作品を求めてファンが集まるという祝祭的性格を持つイベン

トである。2008 年 8 月に東京ビッグサイトを全館貸し切りで開催されたコミケ（C74）には、

3 日間で全国から約 3 万 5,000 のサークルが参加、総参加者数は延べ 55 万人を記録してい

る2。 

一方、もともと電気部品の集散地として発展してきた秋葉原も、近年、マンガやアニメ、

ゲーム、メイド等に特化した趣味情報の集散地としての性格を著しく強めている。秋葉原

では同人誌販売店が数多く存在するだけでなく、レンタルメイド服店でメイド服をレンタ

ルした旅行者がまちを歩き、その光景がさらに人を呼ぶ、という現象を目にすることがで

きる。 

海外に目を転じても、こうした集散地の盛況ぶりが目につく。例えば、2008 年 7 月上旬、

日本のポップカルチャーなどを紹介する第 9 回ジャパンエキスポ3がフランスのパリ郊外パ

リノール・ヴィルパント展示会会場で開催されたが、会期 4日間で 13 万 4 千人の入場者を

記録している4。さらにこのエキスポではコスプレ大会が実施され、フランスの若者が、日

本のマンガやアニメのキャラクターに扮しその衣装の華麗さを競っている。 

こうした事例はいずれも特定の事象に対する極めて趣味性の高い、強いこだわりが旅行

行動につながっている点に共通の特徴がある。しかも従来型の SIT（Special Interest Tour

＝一般観光ではないテーマを絞った旅行＝テーマ旅行）と比して、旅行者自らが強力な情

報発信力を持って旅行形態の創出に加わっている点が大きく異なる。 

 
 
3．コンテンツをメディアとしたコミュニケーションの可能性 

 

これまでの観光はエージェントや交通機関、地域主導の観光であり、旅行者が旅作りに

参与できる度合いは極めて低いものであった。こうした旅行形態と比べ、集散地への旅行

は旅行者の自律性が極めて高い形態である。 

第 1章でも触れたが、実はこうした旅行形態は、「オタク」や「サブカルチャー」といっ

た用語を冠して興味本位で（時には冷やかし半分で）報道されることはあっても、旅行商

品開発やツーリズム研究で真剣に扱われることはほとんどなかった。しかしながら、次世

代の観光、自律的な観光を考えていくうえで、旅行者個々人が高い自律性を有している点

                                                  
2 竹熊健太郎「たけくまメモ出張版 出版不況でも元気な同人誌」産経新聞大阪版 2008 年 12 月
16 日（夕刊）3頁らいふ欄などを参照。コミックマーケット（コミケ）は、コミックマーケット
準備会が主催する世界最大の同人誌即売会。現在では 8月と 12 月の年 2回、通常それぞれ 3 日
間の日程で、東京国際展示場（東京ビッグサイト）にて開催。一般参加者とは、サークル参加者、
企業参加者、スタッフ参加者以外の来場者のこと。なお、コミックマーケットでは、開催会期ご
とに「C○○」と番号を更新して呼ぶ。「C74」とは「コミックマーケット 74」の略。 
3 ジャパンエキスポ公式サイト（仏語）： http://www.japan-expo.com/ 
4 EUROJAPANCOMIC（JAPAN EXPO の日本オフィシャルエージェント）公式サイトでの発表数値：  

http://www.eurojapancomic.com/fr/japanexpo.shtml （2008 年 12 月 20 日参照） 
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は注目に値するし、こうした旅行形態が若い世代を中心に、なかば自然発生的に趣味のコ

ミュニティ活動＝同人的活動として創出されている点は、観光の今後を占う意味でも極め

て重要な現象である。 

さらに、こうしたツーリズムを通して旅行者と地域社会との間に信頼・協力関係が醸成

されている事例があることは特筆に値する。特に本書でまとめた鷲宮町の事例からはそう

したプロセスを顕著に見てとることができた。すなわち、魅力的なコンテンツが地域と結

びついたとき、それをメディア（媒体）として、製作者と地域、地域と旅行者とのコミュ

ニケーションが促進され、そこに地域や国境、社会的身分を越えた嗜好性の強い「趣味の

コミュニティ」が形成される。さらにこうした相互交流を通して、「趣味のコミュニティ」

に参加した人々それぞれが「作品への愛情」を「地域への愛情」へと深化させ、旅行者と

地域社会とがある種の信頼・協力関係を築いていったのである。 

では何故、旅行者はただ単に旅をしてお金を落として帰っていくというだけではなく、

相互交流を通して地域社会と信頼・協力関係を構築し得たのだろか。第 1章では、「価値の

共有」「対象に対する敬愛」というキーワードを用いて仮説的にその背景を論じたが、こう

した関係性の構築が可能となった背景について、今後、より詳細な研究が必要となろう。

具体的に本書で扱った事例を踏まえれば、こうしたプロセスがうまく展開するために必要

な最低限の要件として、以下の三点を提示できるのはないか。すなわち、 

(1)メディア（媒体）としてのコンテンツに高い質と魅力があること 

(2)コミュニケーションに参画する人々に、そうしたコンテンツに対する敬意と愛がある

こと 

(3)そしてそこから生まれる実際の土地での顔の見える交流に人間味があること（義理・

人情、楽しさ、気持ちよさ等…） 

の三点である。 

 

情報インフラの進化と、コンテンツをメディア（媒体）としたコミュニケーションの様

態の多様化は、今後も大きく進むであろう。そうした進展は、今後の観光や観光まちづく

りにどのような可能性を付与することができるのだろうか。都市・地域計画、まちづくり

論から見れば、こうした研究成果を、実際の「場所（プラットホーム）」のプランニングや

マネジメントに具体的に還元し、生かしていくことが、極めて重要な意義を持つ。本書で

述べたような論点を、観光創造研究、メディア研究、都市・地域計画研究の接点領域とし

て、今後、具体的研究分野に発展させていきたいと思う。 
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4．これからのツーリズム研究に向けて 

  

最後に私見を申し述べさせていただくと、次世代の観光を考えるうえで最も重要なことは、次

世代を担う現在の若い世代が、自らの旅について考え、情報を発信することであると思う。そし

て現状のいわゆる「若者論」の偏りを、若い研究者自らが正していく努力をしなければならない

と思う。例えば、日本旅行業協会（JATA）は 2008 年 4 月 1日、海外旅行者を 2010 年までに 2,000

万人にすることを目指す「ビジット・ワールド・キャンペーン（VWC）」推進室を設置し、若者の

「海外旅行離れ」を防ぐ取組を開始している5が、そこで展開されている議論について考えてみ

たい。果たして、本書で紹介してきたような現在の若者の旅の様態について論じられているだろ

うか。その他、旅行業界やツーリズム研究分野の議論においても、ほとんどそうした様態につい

て論じられることはない。 

その理由のひとつは、やはり定量化されたデータが無いためであろう。目下、従来の「観光」

の考え方では捉えられない多様な旅行行動が生まれており、そうした旅行行動は当然ながら従来

型の観光統計にはひっかかって来ない。しかし、従来型の統計に関連する数値だけを考えていて

良いのだろうか。既に多様な旅の様態が生まれている昨今、10 年前と比較して若年海外渡航者

数が減少している点を取り上げ、「若者の海外旅行離れ」を問題視し、数値目標を設定するのは

いささか危険ではなかろうか。（そもそも少子化による若年層の人口減と海外渡航者数減との相

関関係を示さないと、この議論は統計学的に危険である。）自動車離れ、スポーツ離れ等々、旅

行以外の業界においても、同様に若者の余暇消費行動の大きな変化が話題になっている。しかし

いずれもそうした議論をよくよく見てみると、「若者の行動が問題」なのではなく、「商品が売れ

ないことが問題」であることが見て取れる。筆者は少なからずこうした議論に違和感を覚える者

のひとりであり、より一層、事の本質を理解するための調査・研究を行っていきたいと考えてい

る。 

 

 

 

 

 

本稿は『北海道大学文化資源マネジメント論集』Vol.003（2008 年 12 月 20 日）に掲載された

拙稿「観光情報革命時代のツーリズム（その 3）：文化の集散地の可能性」に大幅な加筆・修

正を加え、CATS 叢書向けに再編集したものである。 

山村高淑（2008）「観光情報革命時代のツーリズム（その 3）：文化の集散地の可能性」『北

海 道 大 学 文 化 資 源 マ ネ ジ メ ン ト 論 集 』 Vol.003, pp.1-10 （ Web 公 開 版 ：

http://hdl.handle.net/2115/35005）。 

                                                  
5 詳細については JATA Visit World Campaign 公式サイトを参照： 

http://www.jata-net.or.jp/vwc_index.htm（2008 年 12 月 20 日参照） 
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資料 1：「伝票調査」ならびに「アンケート調査」について 

 

鷲ペディア研究チーム1 

 

 

1．調査の目的 

 

来訪者により楽しんでいただける店づくり、商店街づくりの基礎資料とするために、鷲

ペディア研究チームは、大酉茶屋来店者に対して「伝票調査」ならびに「アンケート調査」

の組み合わせによる実態調査を行い、旅行動態ならびに消費実態の把握を行った。「伝票調

査」ならびに「アンケート調査」の、それぞれの目的は以下のとおりである。 

 

1-1． 伝票調査 

伝票調査の目的は以下の 3 点を把握することで来訪者による経済効果を明らかにするこ

とにある。 
(1) 来訪日、オーダー時刻、支払い時刻 

(2) 支払者数、同一グループの人数 

(3) 注文商品・数量 

 この目的を達成するために、独自の調査用伝票用紙「鷲宮-北大方式調査伝票」を開発し、

それを用いて調査を行った。「鷲宮-北大方式調査伝票」の詳細については後述する。 
 

1-2． アンケート調査 

アンケート調査の目的は、大きく以下の三点を把握することにある。 

(1) 【人数・消費金額】大酉茶屋来訪者の数量と消費金額。 

(2) 【旅行者属性】居住地、年齢層、同行人数等、来訪者の属性。 

(3) 【旅行行動特性】来訪者の交通手段、旅行ルート、鷲宮町での滞在時間。 

 

  

                                                  
1 鷲宮町商工会と北海道大学観光学高等研究センター文化資源マネジメント研究チーム、その他

の有志による共同研究チーム。参加者：坂田圧巳・松本真治（鷲宮町商工会）、山村高淑・岡本

健・石川美澄（北海道大学大学院）、野中萌・大谷あやの（北海道大学）、嘉幡貴至（神戸大学大

学院）。本資料に関する一切の著作権は、原著作者（鷲ペディア研究チーム）に帰属します。

bunshiken@gmail.com 
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2．調査項目 

 

 上記目的にしたがって、以下 2種類の調査票を作成した。 

(1) 「鷲宮-北大方式調査伝票」 

(2) 計 13 問からなる「アンケート調査票」を作成した。（設問については、5 節で詳述す

る。） 

 それぞれの調査票は巻末に現物を掲載した。 

 

 

3．調査方法 

 

3-1．調査期間 

 2008 年 8 月 3 日（日曜日）から 8月 10 日（日曜日）まで、定休日の 8月 5日（火）を除

く計 7日間。 

 

3-2．調査対象 

 大酉茶屋来店者のうち、お食事処に上がって飲食された方全員。お土産物等、物品購入

のみの来店者は、アンケート記入時間・記入場所の確保が困難なことから、アンケート対

象とはしないものとした。飲食物を購入しても、お食事処にあがらず、お持ち帰りした方

も同様に対象外とした。 

 

3-3．調査手順 

 今回採用したアンケート調査の手順は以下に示すとおり。 

(1) レジ担当者は、来店者のうちお食事処で食事をする方に、まずレジにて注文を伺う。

このとき、来店者ひとりひとりにアンケート票を配布、アンケート調査への協力を依

頼する。 

(2) その後、お客様にはお食事処に上がって頂き、注文したメニューが出来上がるまでの

時間、食後の時間等を利用して記入にご協力いただく。 

(3) アンケート票に、「ご記入後は伝票とご一緒にレジまでお持ちください」とのお願い

文を記載するとともに、必要に応じてアンケート票を配布する際に、回収方法の案内

を行う。 

(4) 会計時に伝票とともに持って来てもらったアンケート票を、レジ担当者が伝票ととも

にホチキス止めし、回収する。 
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4．アンケート票の回収率 

  

アンケート票の回収率は以下の表に示すとおり。 

 

表： 大酉茶屋への来訪者数ならびにアンケート票回収率（2008 年 8 月 3日～10 日） 

 

調査日 
調査期間中

の合計 
8/3 8/4 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 

日 月 水 木 金 土 日 

来訪者数*1（人） 100 46 41 42 33 80 75 417

 休憩飲食客*2（人） 92 36 38 35 27 72 65 365

 物品のみ購入客*3（人） 8 10 3 7 6 8 10 52

アンケート票配布数 92 36 38 35 27 72 65 365

アンケート票回収数 91 35 33 31 25 68 49 332

回収率 98.9% 97.2% 86.8% 88.6% 92.6% 94.4% 75.4% 91.0%
 

*1）大酉茶屋に入店し、何らかの消費をされた方（飲食物・物品を購入された方）を「来訪者」としてカ

ウントした。カウント方法は、レジ担当者が注文（売上）伝票記入の際に、人数を記載する方法によっ

た。 

*2) 大酉茶屋に入店し、何らかの消費をされた方のうち、お食事処に上がって飲食された方。 

*3) 大酉茶屋に入店し、何らかの消費をされた方のうち、お土産物等、物品購入のみで、お食事処に上が

っての飲食はされていない方。飲食物を購入されても、お食事処にあがらず、お持ち帰りをされた方は

こちらに含む。 

*4) 8 月 5 日（火）は定休日。 

 

 

5．設問項目 

  

アンケート調査票に記載した調査項目（全 13 問）は以下のとおり。 

 

■問 1 

今回あなたが大酉茶屋へ入店されたのは何時何分ごろですか。 

■問 2 

あなたが鷲宮町のことを知ったきっかけは何ですか。 

■問 3 

今回はどなたといらっしゃいましたか。 

■問 4 

今回のご旅行では旅行会社（JTB や近畿日本ツーリストなど）をご利用になりましたか。 

■問 5 

今回の鷲宮町へのご来訪の目的は何ですか。 
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■問 6 

鷲宮町周辺での旅行ルートについてお伺いします。 

 (1) 今回のご来訪では、どちらへ立ち寄りましたか（または立ち寄る予定ですか）。 

 (2) (1)で複数の場所を選択された方にお伺いします。今回はこれらの場所をどのような

順序で巡りましたか（または巡る予定ですか）。 

■問 7 

鷲宮町へはこれが何度目のご来訪ですか。 

■問 8 

大酉茶屋へはこれが何度目のご来訪ですか。 

■問 9 

今回、大酉茶屋にお越しの際、またはお帰りの際、鷲宮駅・東鷲宮駅を利用された（さ

れる）方にお伺いします。 

(1) どちらの駅を利用されましたか（利用しますか）。 

(2) 駅と大酉茶屋の間はどのような交通機関を利用されましたか。 

(3) タクシー利用を選択された方にお伺いします。何人で一緒にタクシーにご乗車されま

したか（されますか）。 

■問 10 

今回、鷲宮町内では、一人当たり、いくらぐらい使われます（ました）か。 

■問 11 

 あなたのお住まい（郵便番号または住所）、性別・年齢を教えてください 

 (1) お住まい 

 (2) 性別 

(3) 年齢 

■問 12 

今回のご自宅を出られてからお戻りになるまでの、ご旅行の全行程についてお伺いしま

す。 

 (1) 今回のご旅行の全行程期間をお知らせ下さい。 

(2) 1 泊以上される（された）方にお伺いします。主な宿泊先はどちらですか。 

 (3) 今回のご旅程のうち、鷲宮町にご滞在される（された）時間は合計でどれくらいで

すか。 

 (4) 今回のご旅行でご利用になった交通手段をできるだけ詳しくお聞かせ下さい。 

■問 13 

 最後に、大酉茶屋、鷲宮町に対してご意見・ご要望等ございましたら、ご自由にご記入

下さい。 

 

※ 調査票の現物は pp.174-176 に掲載。 
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6．調査結果 

  

以下、アンケート調査結果を設問ごとに示す。 

 

 

問 1． 大酉茶屋への入店時刻 

 

 入店時間（回答者の自己申告）を 10 の時間帯に分け、それぞれの時間帯の入店人数を 7

日間分合計した結果が図 1である。 

 

 

図 1： 大酉茶屋の時間帯別入店者数の 7日間合計（計 332 人） 

（*）時間帯の区切りが良いように 15:59 までとした。 

大酉茶屋は調査期間中、16:00 閉店であったため、16:00 に入店した人は確認されなかった。 
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問 2． あなたが鷲宮町のことを知ったきっかけは何ですか。 

 

鷲宮町を知ったきっかけ 
回答者数

（人） 

「らき☆すた」作品・イベントがきっかけで鷲宮町を知った方（注 1） 203 

それ以外のきっかけで鷲宮町を知った方（注 2・3） 121 

不明・無回答 8 

合計 332 

図 2： アンケート回答者の鷲宮町を知ったきっかけ 

（注 1）アニメ、マンガ、ラジオらっきー☆ちゃんねる、コンプティーク、同人誌、

イベントを含む。 

（注 2）「らき☆すた」関連の新聞記事やテレビ報道、地元・近隣住民、クチコミを含む。 

（注 3）住民、近隣住民は「それ以外がきっかけ」に含む。 

 

 

 

 

 

 

 

無回答
2.1%

それ以外が
きっかけ
36.4%

「らき☆すた」が
きっかけ
61.4%

n=332
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問 3. 同行者 

 

 
 

同行者 回答者数（人） 同行者の詳細（）内は回答者数 

ひとり 105 ――― 

友人（注 1） 163 友人（156）、恋人（4）、先輩・後輩（3） 

家族・親類 42
家族（20）、兄弟・姉妹（9）、子供・孫（5）、母（3）、 

配偶者（3）、いとこ（2） 

会社関係 11 ――― 

その他（注 2） 4
地元住民（1）、こなた(1)、トトロ(1)、サークルたい

いん（1） 

不明・無記入 7 不明（2）、無記入（5） 

合計 332  

図 3： アンケート回答者の同行者 

（注 1）個人名や恋人、先輩・後輩と記載されているものについては、「友人」として集計

した。 

（注 2）地元住民の方は、「その他」として集計した。 

 

 

 

 

 

 

ひとり
31.6%

友人
49.1%

その他
1.2%

不明・無記入
2.1%

会社関係
3.3%

家族
12.7%

n=332 
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問 4. 今回の旅行での旅行会社利用の有無 

 
今回の旅行での 

旅行会社の利用状況 
回答者数（人） 

回答者の詳細 

（）内は回答者数 

利用していない 321 ― 

利用した 5
山形県(2)、青森県（1）、 

新潟県(1)、山口県(1) 

不明・無記入 6 不明（1）、無記入（5） 

合計 332  

図 4：今回のご旅行での旅行会社利用の有無 

（注 1）「利用していない」と回答した人数には、地元・近隣住民も含む。 
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問 5． 今回の鷲宮町への来訪目的 

 

 

調査日 調査期

間中の

合計 

（人） 

割合

（%）

8/3 8/4 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 

日 月 水 木 金 土 日 

「らき☆すた」聖地巡礼 51 21 21 17 10 41 32 193 58.1%

らき☆すた飲食店 

スタンプラリー 
4 3 1 2 5 2 2 19 5.7%

鷲宮神社への通常参拝 14 6 3 4 4 16 8 55 16.6%

帰省や親族訪問 2 1 0 0 0 0 1 4 1.2%

業務 0 0 1 0 1 1 0 3 0.9%

その他 13 3 6 7 5 7 4 45 13.6%

無回答・無効（注 1） 7 1 1 1 0 1 2 13 3.9%

小計 91 35 33 31 25 68 49 332 100.0%
 

図 5： アンケート回答者の今回の鷲宮町への来訪目的 

（注 1）本設問は選択肢から 1項目だけ選択してもらう形式であったため、複数選択した回答に
ついては、「無効」とした。 

（注 2）8月 5日（火）は定休日。 

 

※ なお、「その他」を選択した回答者に、具体的な目的を記入してもらったところ、以下

のような回答を得た。順不同で原文のまま列記する。同様の記述をされた方が複数名あ

った場合は項目の後に人数を（）で示した。また特定の個人名が記載されていた場合は

プライバシー保護のため●●と表記した。 
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・ 大酉茶屋食事（3） 

・ 大酉茶屋にけんちんそばを食べにきた 

・ ごはんを食べに 

・ 昼食 

・ 茶屋へコーヒーを飲みに 

・ 甘味が食べたかったので 

・ あんみつが食べたかったので・・・。 

・ バルサミコ酢パフェを食べに 

・ バルサミコすパフェが目的で、ヤクルトスワローズの増渕の出身地と聞いて、 

・ らき☆すた痛車イベント参加（3） 

・ 痛車の撮影会 

・ 車のイベント 

・ 雑誌の撮影会 

・ 義務 

・ 自転車散歩 

・ 鷲宮神社の交通安全ステッカーが欲しくて。あと、ここで食事つーのも、あるなもちろ

ん! 

・ アルバイトの帰り道、少し立寄った。 

・ 通りすがっただけ 

・ 仕事のついで 

・ 業務の合い間 

・ 地元民（2） 

・ 神社の「力石」を動かすため 

・ 温泉で湯治に来ているため、その帰りに昼食をと･･･ 

・ 調査・研究のため 

・ 息子について来ただけですので 

・ 子どもの付添い 

・ つきそい 

・ ●●さんに呼ばれて 

・ ●●が来たいと言ったから。（つれてこられましたがナカナカイイネ(･v･) 

・ だまされてつれてこさせられた！ 

・ らき☆すたぶたい地に来る人達の相手とお店まわり 

・ 友人に会いにきた 

・ 町がきれいなので、さんぽしにきた。 

・ 北海道への自転車旅行の途中での立ち寄り 

・ 関東に用事があったのであしをのばしてみました 

・ 観光（2） 

・ 青春 18 きっぷで来訪らき☆すた酒を探しに 

・ 銀行の帰りに立ち寄る 
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問 6. 鷲宮町周辺での旅行ルート 

 

(1) 今回の来訪での大酉茶屋以外での立ち寄り場所（あてはまるもの全て複数回答） 

 

 

図 6-(1)： アンケート回答者の鷲宮町周辺の立ち寄り場所 (n=332) 

（注）複数選択可。なお、無回答・不明は 8名だった。 

 

 

(2) (1)で複数の場所を選択した回答者の、立ち寄り順序 
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問 7. 鷲宮町への来訪回数 

 
鷲宮町への来訪回数 回答者数（人） 

初めて  170 

2 回目以上 5回目未満 51 

5 回目以上 10 回目未満 27 

10 回目以上 20 回目未満 13 

20 回目以上 44 

鷲宮町民  16 

その他 11 

合計 332 

図 7： 鷲宮町への来訪回数 
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問 8． 大酉茶屋への来訪回数 

 

 
大酉茶屋への来訪回数 回答者数（人）

初めて 227

2 回目 25

3 回目 15

4 回目 10

5 回目以上～10 回目未満 27

10 回目以上 21

無記入・不明 7

合計 332

図 8： 大酉茶屋への来訪回数 
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問 9． 大酉茶屋への往路・復路での鷲宮駅・東鷲宮駅の利用者について 

 

 

問 9-（1）．大酉茶屋への往路・復路での利用駅 

 

表 9-1： アンケート回答者の鷲宮駅・東鷲宮駅利用状況 (単位：人、n=332) 

 

帰り 

合計 

東武鷲宮駅 JR 東鷲宮駅 
その他の駅・  

交通手段を利用 

行き 

東武鷲宮駅 
109 

(32.8%)
11 

(3.3%)
2（注 1） 
(0.6%) 

122 
(36.7%)

JR 東鷲宮駅 
3 
(0.9%)

10 
(3.0%)

0 
(0.0%) 

13 
(3.9%)

その他の駅・  
交通手段を利用 

3（注 2） 
(0.9%)

1（注 3） 
(0.3%)

193（注 4） 
(58.1%) 

197 
(59.3%)

合計 
115 

(34.6%)
22 

(6.6%)
195 

(58.7%) 
332 

(100.0%)

（注 1）2名の内訳：（行き：東武鷲宮駅） →（帰り：車利用） 

（行き：東武鷲宮駅） →（帰り：未定） 

（注 2）3名の内訳：（行き：無回答）   →（帰り：東武鷲宮駅） 

         （行き：東武久喜駅から自転車） →（帰り：東部鷲宮駅） 

         （行き：東武春日部駅）→（帰り：東武鷲宮駅） 

（注 3）1名の内訳：（行き：地下鉄赤塚駅から車）→（帰り：JR 鷲宮駅） 

※以上（注 1）～（注 3）は、当該回答者の問 12-（4）の回答を確認することで、他の利用駅、交通手

段を把握した。 

（注 4）問 9-1 で、「行き」についても「帰り」についても回答をしなかった（無回答の）者の人数。設問

の趣旨を踏まえ、大酉茶屋に来る際も帰る際も、東武鷲宮駅・JR 東鷲宮駅のいずれも利用しない

人数として計上した。 
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問 9-(2)． 駅-大酉茶屋間の利用交通機関 

 

表 9-(2)-1： 鷲宮駅／東鷲宮駅から大酉茶屋までの利用交通機関（行き）(単位：人、n=135) 

 駅と大酉茶屋間の交通手段（行き） 
合計 

バス タクシー 徒歩 その他 

行きに  東武鷲宮駅 0 1 116 5（注 1） 122

利用した駅 JR 東鷲宮駅 0 3 6 4（注 2） 13

合計 
0

(0.0%)
4

(3.0%)
122

(90.4%)
   9 

(6.7%) 
135

(100.0%)

（注 1）5名の内訳：貸し自転車（3名）、車（2名） 

（注 2）4名の内訳：自転車（1名）、車（3名） 

 

表 9-(2)-2： 大酉茶屋から鷲宮駅／東鷲宮駅までの利用交通機関（帰り）(単位：人、n=137) 

 大酉茶屋と駅間の交通手段（帰り） 
合計 

バス タクシー 徒歩 その他 

帰りに  東武鷲宮駅 0 0 106 9（注 1） 115

利用した
駅 

JR 東鷲宮駅 
1 6 9 6（注 2）

22

合計 1
(0.7%)

6
(4.4%)

115
(83.9%)

15 
(10.9%)

137
(100.0%)

（注 1）9名の内訳：貸し自転車（3名）、自転車（1名）、車（3名）、無回答（2名） 

（注 2）6名の内訳：車（3名）、車＋徒歩（1名）、自転車（1名）、無回答（1名） 

 

 

 

問 9-(3)． タクシー利用者の同乗者数 

 

表 9-(3)-1 タクシー利用者の同乗者数（行き）（n=4） 

 同乗者数合計 合計 

1 人で利用 2 人で利用 3 人で利用 無回答  

東武鷲宮駅→大酉茶屋 0 1 0 0 1

JR 東鷲宮駅→大酉茶屋 1 2 0 0 3

合計 1 3 0 0 4

 

表 9-(3)-2 タクシー利用者の同乗者数（帰り）（n=7） 

 同乗者数合計 合計 

1 人で利用 2 人で利用 3 人で利用 無回答  

大酉茶屋→東武鷲宮駅 0 1 0 0 1

大酉茶屋→JR 東鷲宮駅 1 1 3 1 6

合計 1 2 3 1 7
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問 10. 今回の鷲宮町内における一人当たりの消費金額 

（乳幼児を除く） 

 

表 10-(1)： 鷲宮町内での費目別一人当たり消費金額の分布 （単位：人＜回答者数＞） 

 
大酉茶屋 

での飲食費 

大酉茶屋 

以外での 

飲食費 

大酉茶屋 

での 

土産品 

購入費 

大酉茶屋 

以外での 

土産品 

購入費 

その他の 

支出 
総額（注） 

0 円 3 87 99 99 68 2

1 円以上～200 円未満 4 16 1 0 10 3

200 円以上～400 円未満 19 6 4 7 5 11

400 円以上～600 円未満 123 10 9 12 10 60

600 円以上～800 円未満 82 8 14 3 1 56

800 円以上～1,000 円未満 33 5 0 0 0 25

1,000 円以上～1,200 円未満 42 13 19 14 8 36

1,200 円以上～2,000 円未満 11 9 2 1 3 60

2,000 円以上～3,000 円未満 2 8 4 5 5 41

3,000 円以上～4,000 円未満 0 3 2 1 1 16

4,000 円以上～5,000 円未満 0 1 0 0 0 4

5,000 円以上～ 0 0 0 2 4 7

無記入・不明 12 164 177 185 216 10

無効 1 2 1 3 1 1

合計 332 332 332 332 332 332

（注）総額は、回答者ごとに各項目に記載された金額を合計した総額。自己申告による総額と、

各項目合計数値が一致しない場合が多いため、ここでは筆者らが各項目の総計を算出した

ものを採用した。 

 

表 10-(2)： 鷲宮町内での消費金額の総額と一人当たり平均消費金額 （単位：円） 

 

大酉茶屋で

の飲食費 

(a) 

大酉茶屋 

以外の 

飲食店での

飲食費 

(b) 

大酉茶屋 

での土産品

購入費 

(c) 

大酉茶屋 

以外の商店 

での土産品

購入費 

(d) 

その他の 

支出 

(e) 

総額 

（a+b+c+d+e)

有効回答者の 
総額 

209,535 74,485 51,190 51,000 63,436 449,646

支出者実数（注 1） 316 79 55 45 47 319

一人当たり 
平均消費金額（注 2） 

663 943 931 1,133 1,350 1,410

（注 1）「支出者実数」＝「回答者総数（332）」―「各項目における、支出 0円の回答者数＋無記

入・不明・無効回答数」 

（注 2）一人当たり平均消費金額＝「有効回答者の総額」÷「支出者実数」 
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表 10-(3) 「その他の支出」の具体的内容 

その他の支出の具体的内容 
回答者数

（人） 

支出総額 

（円） 

一人当たり平

均支出（円）

神社関係（賽銭、参拝料、お守りや絵馬購入） 28 23,016 822 

ガソリン代 3 18,300 6,100

ガシャポン代 3 1,300 433 

交通費（切符購入、レンタサイクル使用料） 3 14,500 4,833 

らき☆すた住民票購入費 3 2,100 700 

その他（自動販売機、コンビニ、飲料水、日用品） 3 1,620 540 

具体的記載無し 4 2,600 650 

合計 47 63,436 1,350

 

 

※全ての表に該当する注 

・ 本設問は、鷲宮町町内における支出で、かつ一人当たりの支出金額が対象である。 

・ 回答者が、金額の前後に記載した「約」「円くらい」は、それらを省き、数字のみを抽出し

た。 

・ 回答者が、金額に幅をもたせて記載した回答については、最低金額を基準として計算した。

例：「200 円～300 円」と記載の場合は、「200 円」として計算。 

・ 各「飲食費」ならびに各「土産品の購入費」が、「1円」や「3円」などと記載されているも

のは、無効とした。ただし、「その他」には鷲宮神社への賽銭などが含まれているため、こ

うした額の金額も全て含むものとした。 
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問 11． 来訪者の居住地（郵便番号または住所）、性別・年齢 

 
(1) 居住地 

 
居住地 回答者数（人） 居住地の詳細（）内は回答者数 

鷲宮町内 12  

鷲宮町以外の埼玉県内 71  

埼玉県・東京都を除く関東 87
神奈川（33）、千葉（21）、栃木（12）、茨城（11）、群

馬（10） 

東京都内 55  

東海 33 静岡（15）、岐阜（7）、愛知（6）、三重（5） 

近畿 15 大阪（5）、兵庫（5）、京都（4）、滋賀（1） 

東北 12 宮城（5）、福島（4）、山形（2）、青森（1） 

甲信越 9 新潟（5）、長野（2）、山梨（2） 

その他 15
北海道（5）、広島（4）、富山（1）、鳥取（1）、山口（1）、

大分（1）、沖縄（1）、香港（1） 

記述なし 23  

合計 332  

図 11-(1)： アンケート回答者の居住地 

 

 

 

 

  

鷲宮町住民
3.6%

鷲宮町以外の

埼玉県

21.4%

埼玉県、東京都

を除いた関東

26.2%

東京都
16.6%

東海
9.9%

近畿
4.5%

東北
3.6%

甲信越
2.7%

その他
4.5%

記述なし
6.9%

n=332
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(2) 性別 

 
性別 回答者数（人）

男性 277

女性 36

記述なし 19

合計 332

図 11-(2)： アンケート回答者の性別 

(3) 年齢 

 

年齢 
回答者数

（人） 
年齢 

回答者数 

（人） 

10 代 67 50 代 7

20 代 136 60 代 2

30 代 79 記述なし 15

40 代 26  

合計 332

図 11-(3)： アンケート回答者の年齢層 

83.4%

10.8%

5.7%

n=332
男性

女性

記述無し

277人

19人

36人

20.2%

41.0%

23.8%

7.8%

2.1% 0.6% 4.5% 10代

20代

30代

40代

50代
60代以上 記述無し

67人

136人

79人

26人

n=332
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問 12．今回の自宅を出てから帰宅するまでの、旅行行程について 

 

(1) 今回の旅行の全行程期間 

 
表 12-(1)： 今回の旅行の全行程期間 

今回の旅行の全行程期間 回答者数（人） 割合（%） 

日帰り 230 69.3 

1 泊以上 83 25.0 

鷲宮町民 9 2.7 

無回答 10 3.0 

合計 332 100.0 

 

(2) 1 泊以上した者の主な宿泊先 

 

表 12-(2)-1： 1 泊以上と回答した者の宿泊日数 

宿泊日数 回答者数（人） 割合（%） 

1 泊 39 47.0 

2 泊 22 26.5 

3 泊 8 9.6 

4 泊 2 2.4 

5 泊以上 7 8.4 

10 泊以上～20 泊未満 2 2.4 

20 泊以上～ 1 1.2 

無記入 2 2.4 

合計 83 100.0 

 
表 12-(2)-2： 1 泊以上した者の宿泊先 

主な宿泊先 
回答者数 
（人） 

内訳（注 1） 
<括弧内の数字は回答者数を表す> 

鷲宮町内 5 ― 

鷲宮町以外の 
埼玉県内 

24 
加須市(5)、大宮市(4)、久喜市(3)、上尾市(3)、寄居 (2)、幸手

市(1)、皆野町(1)、草加(1)、 

南与野(1)（注 2）、無記入(3) 

東京都内 32 

浅草(4)、新宿(3)、上野(3)、池袋(3)、神保町(2)、船堀(2)、新

橋(2)、大井町(1)、地下鉄赤塚(1)、汐留(1)、御茶ノ水(1)、御徒

町(1)、品川(1)、茅場町(1)、麻布十番(1)、新宿御苑(1)、アキハ

バラ(1)、無記入(3) 

その他の地域 21 
古河(2) （注 3）、奥鬼怒・鬼怒川温泉(4)、伊香保と東京(2)、栃木県

(2)、伊香保(1)、日光(1)、神奈川(1)、神戸(1)、名古屋・金沢(1)、

九州・金沢(1)、車内(2)、道の駅(1)、まだ決めていない(2) 

無記入 1  

合計 83 ― 

（注 1）地域名については、原則回答者の記載通りとした。但し、「加須」「加須市」など複数あ
る場合は、市町村名を付けて統一した。 

（注 2）原文では「南野」と記載。 
（注 3）「埼玉県内」欄への記載であったが、JR 宇都宮線「古河駅」は茨城県に位置するため、

その他の地域に参入した。 
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(3) 今回の旅程のうち、鷲宮町に滞在した（する）時間 

 

表 12-(3)： 鷲宮町での滞在時間 

滞在時間 回答者数（人） 割合（%） 

3 時間以内 150 45.2 

3～6 時間以内 116 34.9 

6～24 時間以内 26 7.8 

24 時間以上（注 1） 5 1.5 

無効（注 2） 4 1.2 

無記入 31 9.3 

合計 332 100.0 

（注 1）5名の内、2名は鷲宮町内に宿泊し、3名は加須市や久喜市などの鷲宮町近隣に宿泊と回

答している。 

（注 2）鷲宮町民であるにもかかわらず、滞在時間を 24 時間以上と回答した者：3名、「日帰り」

旅行を選択したにもかかわらず、滞在時間を 24 時間以上と回答した者：1名。これら計

4名は回答の整合性が見られないため、ここでは無効とした。 

 

(4) 今回の旅行で使用した交通機関の詳細 

省略。 
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問 13. 大酉茶屋、鷲宮町に対する意見・要望等（自由記述） 

 

※ アンケートの有効回答者全 332 名中、189 名が自由回答欄にコメントを記入。以下、原

文のまま、順不同で列記する（一部解読不明箇所は削除）。 

※ 年齢・性別の記載のないものは、該当項目に記入が無かったもの。 

 

 

自由回答一覧 （順不同） 

 

1. らき☆すたファンでしたが、鷲宮町のファンにもなりました。これからも応援してま

す！！（30 代・男性） 

2. いつも鷲宮町で楽しまさせて頂いております。マナー面には極力気を付けて居ります

ので、今後ともどうぞよろしくお願い致します。（20 代・男性） 

3. いつもおさわがせしてもうしわけないです。マナーをまもり、もりあげていきたいで

す。（20 代・男性） 

4. ご迷惑おかけしてすみません。一部の輩が痛車等で異色の風景になったと思います。

生暖い眼（白い眼？）で見守って頂けると幸いです。多分人畜無害だとは思いますの

で…。今回のアンケート北大がからんでいる様ですが、らき☆すた北海道巡礼でもた

くらんでいるのでしょうか（汗）OVA？（30 代・男性） 

5. 地縁に流される事のない様にしっかりと十年先を見てこれからの地域活生事業を行

って下さい。呼ばれればいつでも協力します！！（30 代・男性） 

6. アニメとのタイアップが功を奏していると思います。これからもらき☆すたと大酉茶

屋・鷲宮神社が友好でありますように･･･（20 代・男性） 

7. 町おこし がんばって下さい。都合がつけば土師祭にも来ます。（20 代・男性） 

8. いつも大酉茶屋のノートを楽しみにしています。初期からのノートももっと見たいで

す（40 代・男性） 

9. 言う事は何も有りません！！（強いて言うなれば、大酉茶屋さんの営業時間を延ばし

てほしいです。）私は、今のままでも、とても満足しています！！これからも、私は

鷲宮町の発展を応援していきます。（昨年の7月からほぼ毎月（毎週？）来てます！！）

鷲宮最高！！つかさ最高！！（20 代・男性） 

10. スタンプラリーのため、大酉茶屋さんへも、今も、鷲宮町へ向かうのは、食べ物がお

いしい、というところが大きいです。もちろん、賞品も目当てですが（お店で実物を

手に取らせていただいたことがありますが、手に入れたいと思わせるものでした）。

企画された方、参同された方、飲食店の方々に感謝いたします。しかし、このスタン

プラリーは、まず一回では完食できないというのは、1 人で回っている人間に対して

は辛いものがあります。それだけでなく、もう少し軽いものを用意していただけると
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ありがたいです。（20 代・男性） 

11. 地元周辺がアニメの舞台になった事、商工会様が取り上げて下さって一連のイベント

を催して下さった事、なにとかサブカルチャーが悪く言われる中、大変うれしく思い

ます。色々と逆風はあるかと思いますが、がんばって下さい。正直、今回のらきすた

フィーバーが、どこまで続くかは未知数ですが、こういったアンケートを取っている

事で、商工会様が前向きなのが分かります。長野県大町市の例もあります。一度この

地に来た人は、又必ず訪れます。商工会様の今後に期待します。By 春日部の痛車男（40

代・男性） 

12. もう一度町おこしをしてください前回はいけなかったので次は必ず行きます、（きっ

と…）（10 代・男性） 

13. スタンプラリーや各種イベント等、ファンにはたまらない催しを行っているので、遠

方者ですが、つい通ってしまいますｗこれからもファンを楽しませてくれる企画をお

願いします。（≡ｗ≡．）（20 代・男性） 

14. 最初に着いた時は、町のしずかさにびっくりしました。東京とは全然違うふんいきに

タダ「すご～い」と･･･。神社もとても歴史の深さがあって、とても楽しめました。

ぜひ、引っこす時はこの町にっ！（笑）（20 代・女性） 

15. らきすたがすごくプッシュされていたうれしかったです！大酉茶屋さんは、とっても

雰囲気がステキでした❤らきすたさいこぉ！！（10 代・女性） 

16. らきすたを推進してくれていて、我々アニメファンにとっては、とてもうれしい所で

す。これからもご発展をお祈りしています。（10 代・女性） 

17. オルゴール音楽が落ち着けてよかったです。おいしかったです。（40 代・女性） 

18. 存外楽しめて驚きました。のどかでとても良いカンジの印象を受けました。（20 代・

女性） 

19. いろいろと町おこしにとりくまれていて、素晴しいと思います。しかし、ブームは 2

年が限界。その後をどうするのか、見守らせていただきます。ひやしそばは、もうす

こし冷やして下さるとうれしいかも 8月の第 3週はコミケがあって、地方から出てく

る人も多いので、お店はあけておいた方がいいと思う。（30 代・女性） 

20. らきすたの聖地にこれてよかった。また来たいです。バルサミコ酢ー♪（20 代・女性） 

21. 今回初めて鷲宮に訪れましたが、とてもすてきな町だと思いました。また近いうちに

訪れたいです。（10 代・女性） 

22. かわいいメニュー❤がいっぱいあって全部食べてみたいです❤今度はお腹すかせて

来ます！！バルサミコ酢ー♪″（10 代・女性） 

23. 大酉茶屋に、声優さんのサインがあることがいいと思います。（10 代・女性） 

24. 最高です。貴方は私の嫁（60 代以上・女性） 

25. 良くやっていると思います。今の時点では何も言うことはありません。大満足です。

（30 代・男性） 
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26. イィ（・� ・）（30 代） 

27. 来訪記念にメッセージを書ける物があると良いと思います。（30 代・女性） 

28. そば うまいです。（30 代） 

29. また機会があったらよらせていただきます。ごちそうさまでした！（20 代・男性） 

30. おそば大変おいしゅうございました。（20 代・男性） 

31. とりあえず、がんばってください。（20 代・男性） 

32. 双子てんぷらそばおいしかったです。（30 代・男性） 

33. らき☆すたでの町おこし頑張って下さい！！（30 代・男性） 

34. パフェおいしかったです。（20 代・男性） 

35. 居心地が良くてよかったです。また来ますよ！（20 代・男性） 

36. すずしくてよいです。またきたいです☆（20 代・男性） 

37. 新しい携帯ストラップを販売してほしい（30 代・男性） 

38. これからも地域はってんの見本になってもらいたいです。大酉茶屋さん、おそばおい

しかったです。ごちそうさまでした！（20 代・男性） 

39. 町全体でのイベントみたいでおもしろい（40 代・男性） 

40. 大酉茶屋入口の黒板のガムテープ跡をなくしてほしい。（30 代・男性） 

41. 思っていた以上に広くて、中もきれいでおちついて食事をする事ができました。（男

性） 

42. 引き続き、楽しい企画を、お願いします（30 代・男性） 

43. 今のままでいいと思う。（20 代・男性） 

44. 茶屋のそばが食べたくて、時々来ています。（30 代） 

45. 鷲宮町（神社）が有名になったのはうれしいが、神社の駐車場にたむろしている、「車」

は、目立ち過ぎの感があります。（30 代・男性） 

46. 味付けが少し濃かったです。（20 代・男性） 

47. これからも、さらに盛り上がることを期待します！（30 代・男性） 

48. 以前の方が雰囲気良かったという年配の方の話も聞いたことがあるので、大酉茶屋の

店内・外への「らき☆すた」の露出は行き過ぎないようにしてもらうのが良いと思う。

（30 代・男性） 

49. 始めて来ましたが、また来たいと思います。食事もおいしかったです（力うどん）（20

代・男性） 

50. もっとらき☆すたをもり上げて下さい。（20 代・男性） 

51. パフェにバルサミコ酢がもっとほしいです。 

52. もう少し営業時間をのばしてほしいです。（10 代・男性） 

53. 大酉茶屋の前にいす等を多く置いて、神社に参拝に来た人が気楽に休めるようになれ

ば良いかと思います。商店街に喫茶店が無いので、あれば商店街に寄る人も増えるか

と思います。（40 代・男性） 
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54. らきすた色が思ったより強くてうれしかったです。（10 代・男性） 

55. おいしかったです。ご馳走さまでした。（10 代・男性） 

56. 桐絵馬ストラップをまた売って下さい、まずこれ。柊姉妹の誕生日イベントとかあっ

たのでしょうか…商工会ホームページに載ってなかったのでないと思いますが。最近、

大きな動きがないので今後に期待しています。町一体となって再び、らき☆すたの嵐

をまきおこしてください！（10 代・男性） 

57. 町興し応援します 

58. 「冷したぬき」美味でした。ちょっと、味がこすぎかも？（20 代・男性） 

59. すごく…大きいです。うぎぎ。 

60. ≪禁則事項≫です♪（10 代・男性） 

61. またイベントをお願いします！（20 代・男性） 

62. 落ちついた感じで良かったです。（10 代・男性） 

63. 今回初めて大酉茶屋にきましたけど、とてもゆったりできて良い所です。これからも

応援していますので、がんばって下さい。（10 代・男性） 

64. らき☆すた飲食店スタンプラリーはアイデアとしては良いが、遠くから来る人や初め

てくる人たちのために、地図を用意してもらえたらありがたい。店名やメニュー、営

業時間をのせてほしい。町ぐるみでやるのであれば、そういった地図を大酉茶屋に用

意してほしい。あと大酉茶屋のそば類が 3時までなのはなぜ？もっと時間を延長して

ほしい。3時すぎてから来る人もいるので。（実際 3時すきてから来た人がことわられ

て帰るところを見たことがある）（30 代・男性） 

65. 正月→住民票の時に来たけどそれ以来イベントはやっていなんじゃないのん？それ

が原因で今はあんまり人が来ないんじゃないのん？「盆おどり」とか「花火大会」と

かやって欲しかったな…。。（この調子じゃやらないみたいですが）「おみこし系」と

かやるみたいだからまぁそれは良いんじゃないのん？来れたら来ます。らき☆すたも

TV 放映じゃなくて OVA つーのもヤバイかも一部の人しか観ないでしょうからまぁそ

れは TV もマンガ本も同じでしょうが。がんばって下さい（30 代・男性） 

66. 駐車場が狭いので、もう少し増やしてほしいです。とても良い所なので、また来たい

と思います。（20 代・男性） 

67. おちついていて、東京とはちがうのどかな所でとても良い所だと思います。（20 代・

男性） 

68. 町おこしがんばって下さい！！（20 代・男性） 

69. 日本テレビの遠くへ行きたいや、NHK の小さな旅などで、鷲宮町のことを出してほし

いと思います。（40 代・男性） 

70. 鷲宮町、大酉茶屋サイコー（10 代・男性） 

71. いつもおさわがせして申しわけありません。少額でも鷲宮で利用していければとおも

います。（30 代・男性） 
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72. この調子でやっていってください。また来ます。（20 代・男性） 

73. 特にありません！（20 代・男性） 

74. 静かな場所でとても良い所でした。（10 代・男性） 

75. 申し分なし（20 代・男性） 

76. 鷲宮神社をもって関東最古の神社としてアピールして下さい。（20 代・男性） 

77. おなかがへりました。 

78. スタンプラリー2期ぜひやってください（40 代） 

79. アイスおいしかったです。メニューをもっと増やして欲しいです…。（20 代・男性） 

80. 町おこし成功おめでとうございます。（20 代・男性） 

81. 前に神社に来た時とだいぶ変わってしまった。あまりさわがしくなるのはあまり良い

とは思わない。（20 代・男性） 

82. メニューがいろいろあっておもしろいです。（20 代・男性） 

83. 接客態度が悪かった。商品を持って来る時「お待たせ致しました～」と言ったり、前

のお客さんの商品を下げてなかったりしていた。（20 代・男性） 

84. 落ちつける雰囲気で店内に飾られたグッズ等も可愛いかったです。お兄さんの接客も

感じが良かったです。（50 代・女性） 

85. ブームが去った後を考え、伝統を大事に活かしてほしい。（20 代・男性） 

86. 数年前にこちらができたことは知っていましたが、来たことはありませんでした。ア

ニメで有名？になっているのを知り、来てみました。雰囲気もよく気に入りましたの

で、またお邪魔させて頂くと思います。（20 代・女性） 

87. らき☆すたのイベントを年に 3回やってほしい（20 代・男性） 

88. 夕方の閉店時間の延長 18:00 とか 19:00 ごろまでやってほしい。鷲宮町でらきすたの

お土産（人に渡す用）が出来ると、遠方へ出張時に重宝されます。らきすたキャラの

焼印入りのそばまんじゅうとか･･･。鷲宮町、もうかったら住民税や固定資産税を下

げて下さい。（30 代・男性） 

89. いまのところは、ありません（10 代・男性） 

90. 携帯の充電ができないので隣の市まで行きましたよ。（20 代・男性） 

91. 鷲宮神社は大変おちついた場所で、普通の観行にも良い所だと感じました。（30 代・

男性） 

92. 大阪にも古い神社が多いですが、鷲宮神社も地域の中で大切な神社ということが、来

てみて分かりました。重要文化財も多く、興味深いです。（30 代・男性） 

93. 神社との提携したイベントを増やすとお面白いかも。（20 代・男性） 

94. 湯飲みとか、のキャラグッツを希望（20 代・男性） 

95. もっと柊かがみさんを強調してください。（20 代・男性） 

96. 営業時間を 9:00 からに（20 代・男性） 

97. 鷲宮駅近くにコンビニを･･･大酉茶屋様、とても居心地良く、美味しく食事ができま
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した。これからも続けて下さい。（30 代・男性） 

98. イベントで幸手市との合同企画を実施して頂ければ、と思います。（30 代・男性） 

99. らきすたに関連したお土産を作ってほしい（30 代・男性） 

100. もっと「らき☆すた」キャラのおみやげを作ってほしい。（30 代・男性） 

101. この町の明るい雰囲気が好きです！（10 代・男性） 

102. あついのでエアコンをきかせて！！お店の人は感じかよい❤（40 代・女性） 

103. ガンバッて町おこしをしてください！！（10 代・男性） 

104. 鷲宮神社は由緒もあり、史跡としても立派なものです。アニメ等で有名になりました

が、これからも町の良さを様々にアピールできればよいと思います。お店の古民家の

たたずまいは鷲宮町に良く溶け込んでいますね。アニメ等の人気はどうしても一過性

のものになりがちです。そばが美味しかったので、もっと郷土色が表現できるといい

ですね。これからも応援したいと思います。（30 代・男性） 

105. 開店時間を早くしていただけると助かります。大変かと思いますが末長く続けて下さ

い（20 代・男性） 

106. 以前加須に住んでいました。その時はまさかアニメでこんなに有名になるとは！？と

思いました。これからもがんばって下さい（30 代・男性） 

107. 県内、県外でアニメによるまちおこしをしている地域と連系を深める事。特に鷲宮町

を目標とし、先輩と考える自治体や団体も多いはず。積極的に協力すべし。（20 代・

男性） 

108. 駅からここまで看板を出して道が分かりやすいようにしてほしい。（10 代・男性） 

109. 趣があってとても良い感じの神社でした。お店も、静かな分囲気でよかったです。（30

代・男性） 

110. 大酉茶屋…雰囲気がここち良い、落ち着ける場所でした。鷲宮町…のどかです、落ち

着きます。（20 代・男性） 

111. 鷲宮神社はとても立派な神社なのに私の地図には載っていなかったので、今まで知り

ませんでした。町は小さいけれど、大酉茶屋も含めてとても風情があり良い所です。

もっと観光的にアピールして町おこしで頑張って下さい。大酉茶屋さん黒ゴマせんべ

いが好きなので、もっと在庫を置いて下さい。一度しか買っていません。美味しいで

す。（40 代・男性） 

112. 大酉茶屋のおちついた雰囲気が気に入りました！店前に11:00オープンだと知らせた

方がよいと思いました…。（20 代・男性） 

113. はじまっていてとてもよいと思いました。（10 代・男性） 

114. 茶屋の中が始まっている（10 代・男性） 

115. おそばおいしかったです。近年はアニメファンの方々が多く来町されているそうです

が、上手く取り入れてお金を落としていってくれるといいですね（30 代・男性） 

116. なめっくにふいた。（20 代・男性） 
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117. らきすたに関するものが多く感動しました。（20 代・男性） 

118. 特にございません。今後の発展に期待します。（20 代・男性） 

119. とても落ちつける場所だと思います。（20 代・男性） 

120. らき☆すたの聖地として、もっと盛り上げてほしいです。頑張って下さい。応援して

います！！（20 代・男性） 

121. お店の方の感じがとても良かったです。イメージと違っておちつく雰囲気でほっとし

ました。（20 代・女性） 

122. 感想：都心と違い、静かでのんびりとした感じ、らき☆すたの舞台としては上出来。

要望：街をらき☆すた一色に（いつも）染めてほしい！：（無関係かもしれないが）

最寄りの IC の標識（本線上）に「らき☆すた」か「鷲宮」の文字が入れば･･･。（10

代・男性） 

123. レトロ、落ち着ける感じがよい。（50 代・男性） 

124. アニメ好きなのと、家から近いので、またこようと思います。（20 代・男性） 

125. 大酉茶屋…久々にふんいきの良いところで食事ができて満足です。開店を早めたみた

いでごめんなさい。鷲宮町…地元もこのような静かな町なのですが、またこちらとは

違った印象で好感が持てました。（20 代・男性） 

126. 鷲宮町の住民が多くなるような魅力ある町にしてほしい（40 代・男性） 

127. らきすたがきっかけで神社や大酉茶屋にも来ましたが住んでる所と職場からも近い

ので昼食等で利用させてもらっています。店内がおちついた感じでそばがおいしいの

で気に入っています。（30 代・男性） 

128. うどんを頂いたのですが、私の思ったよりボリュームがあり、あれで 400 円は私とし

てはうれしかったです。ごちそうさまでした。フリーダム最高！！（20 代・男性） 

129. 町おこしがんばってください。（20 代・男性） 

130. 店内はとてもきれいで、今はあまり見られない木造の喫茶店がとても印象深かった。

街の人も明るく、神社の境内もきれいで、いごこちがよかったのでまた来たいです。

（10 代・男性） 

131. グッズ作るのは良いと思いますがもう少し多目に作ってください。がんばってくださ

い。応援してます。いろんな意味で。（20 代・男性） 

132. 「らき☆すた」聖地巡礼する人が続くかぎり町ぐるみで「らき☆すた」盛り上げて下

さい。（30 代・男性） 

133. おいしかったです。ごちそうさまでした。（20 代・男性） 

134. 今回は自動車で来ましたが、通常は電車で来ます。町内を巡るとき、バス路線がない

ため、非常に不便でした。地元のお年寄りの方のためにもコミュニティバスの運行を

検討してはどうでしょうか？環境での取り組みにもいいと思います。（10 代・男性） 

135. 特にありませんが、頑張って下さい！！（20 代・男性） 

136. アニメ作品などに寛大な鷲宮町は素敵だと思います。（10 代・女性） 
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137. 一過性なものではなく、継続して色々なイベントをしてほしいと思います。何回か来

ているうちに、この街が好きになりました。（40 代・男性） 

138. 少しの時間散策した程度ですが田園風景が広がるのどかで静かな良い街だと思いま

す。（20 代・男性） 

139. らき☆すたで有名になったが、メニューの料金がそれなりなので○（20 代・男性） 

140. 大酉茶屋の営業時間の延長（夏季は 1700 まで）。他地域との情報交換（巡礼地）（30

代・男性） 

141. 営業時間をもう少し延長してほしい（10 代・男性） 

142. らき☆すたが終わった後も町が栄えるような町おこしは大変だとぞんじますが頑張

ってください。（10 代・男性） 

143. バルサミコ酢おいしい。（20 代・男性） 

144. バルサミコ酢おいしかった（20 代・男性） 

145. この度、大阪へ引っ越すことになったけど･･･ずっと②応援してます！頑張って下さ

い！！（10 代・男性） 

146. 「聖地」循環シャトルバスや、聖地ツアーなどを企画してほしい。（30 代・男性） 

147. 神社に立ち寄った際このお店を知り来てみました。ラキスタで神社がにぎわっている

ことは知っていましたが、このアンケートはふらっと立ち寄った者にとって不快です。

（50 代・男性） 

148. 喫茶店でもカフェでもなくお茶屋さんというのが良いなあと思いました。のどかでい

い街だと思います。また来ます！（20 代・男性） 

149. 出来れば常年『縁がわで甘酒（冷も可）』がしたい。まぁ、年に何度も来れないんで

アレですが…。次は………。9月に…。12…月…10 日以降に…。また茶しばきに来ま

すね（30 代・男性） 

150. とても居心地が良いところです。クーラーが効いていてとても涼しく、快適ですが、

開けっ放しだとやはり暑いのでしょうか？風鈴チリーンとか鳴っていても風情があ

ってよいと思うのですが。（40 代・男性） 

151. 色々大変かと思いますが、頑張って下さい。今後のイベントに期待しています。（20

代・男性） 

152. 以前神社への参拝で来たことがあったのですが、いつのまにか「聖地巡礼」の地にな

っていたのにはびっくりです。先日アニメオタクの友人がいるのでその人に「らき☆

すた」の DVD を借りて見てみましたが、OP ですぐに「鷲宮だ！！」とわかりました。

今日は近くまで来たので立ち寄ってみたのですが、絵馬にはびっくりですね。少し異

様な感じでしたが、町が盛り上がりをみせているようなので良いかと思います。また

機械があれば訪れたいです。（10 代・男性） 

153. パフェのうつわが小さいのでたれます。ふきんがほしい。（40 代・男性） 

154. すずしい！生きかえった！！（30 代・男性） 
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155. OVA 発売後に何かイベントやって下さい（20 代・男性） 

156. アンケート調査おつかれさまです（30 代・男性） 

157. 落ちついた雰囲気が良いです。（40 代・男性） 

158. もうすこし登場してくるキャラクターのメニューを増やしてほしいです。（30 代・男

性） 

159. 神社へ行くのに徒歩ではかなり時間がかかった上、道にも迷ってしまったため、バス

とかあれば良いと思う。ここにもグッズとかあれば･･･。（10 代・男性） 

160. 長期休暇期間中にまたおもしろいイベントをして下さい。（声優さんとお話できる機

会をふやしてほしい）（20 代・男性） 

161. らきすたラベルの「鷲宮」を出すといいかもです（30 代・男性） 

162. もっとゆっくりメニューを選びたかった。（20 代・男性） 

163. 夕方、後 1時間、大酉茶屋の営業時間を伸ばして頂けたら…（40 代・男性） 

164. 神社には何度かお参りに来ますが町を歩くことはなかなかありませんでした。今日は

大酉茶屋でゆっくりさせていただきましたが、車で来町するのが常なので駐車場など

がわからないと行動範囲は広がりません。駐車場情報を！！楽しい町起こしの企画な

ども色々あるようなので、機会があれば歩いてみたいと思います。（40 代・女性） 

165. みゆきさん関係のメニューを出してくれ（10 代・男性） 

166. らきすたはまだ続くので、合わせて一層がんばってください（20 代・男性） 

167. ガンバッテください（30 代・男性） 

168. 自分の町でここまでアニメで盛り上がったのはとてもうれしいことです。これからも

いろんなイベントをやって鷲宮町が全国に知られていけたらいいと思います。（20

代・男性） 

169. いつまでもらき☆すたを応援してください。（10 代・男性） 

170. ごちそうさまです。またきまーす。（20 代・男性） 

171. 縁陰の風が涼しく心地良かった。とにかく今日はとても暑くて参っていたので思わず

ホットしました。この自然がいつまでも続くよう願っています。これから商店街を楽

しみたいと思っています。（60 代以上・女性） 

172. もう少し鷲宮特有のらきすたグッズを今後も増やしてほしい（20 代・男性） 

173. 問 6と問 7は同じページに設問したほうがいいと思います。またらき☆すたのイベン

トがあれば楽しいですね。（30 代・男性） 

174. 古い民家を保有されて素晴しいと思います。数が多いともっと良いのですが。（50 代・

男性） 

175. 住民表がなかったのが残念ですが。良い町です。また何かの機会があれば来たいと思

ってます（20 代・男性） 

176. 今年の初詣で来ることができなかったので、来年はぜひ来たいと思っています。ブー

ムは一過性かも知れませんが、なるべく長く企画を続けて欲しいと思います。（40 代・
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男性） 

177. もっとらき☆すたのイベントをやって欲しい（10 代・男性） 

178. もっとらき☆すたのイベントをふやしてほしい（10 代・男性） 

179. 応援してます。（10 代・男性） 

180. がんばって下さい。 

181. 限定グッズを作るべき。 

182. いつもお世話になっております。らき☆すたでの町おこしに、楽しみにしております。

（20 代・男性） 

183. 無事に聖地巡礼できてよかったです。（20 代・男性） 

184. いつも和ませていただいてます。ありがとうございます。（40 代・男性） 

185. 一時的なブームに終わる事なく、これをきっかけに町おこしにつながる事を願ってお

ります。（30 代・男性） 

186. がんばれわしのみや（10 代・男性） 

187. 営業時間が、短いと思う。18 時頃まで営業していると有難いと思います。（30 代・男

性） 

188. 店員さんが優しかった。（20 代・男性） 

189. 別の所で昼食を食べる予定だったので、今度来れればここでちゃんと飲食したいです。

バルサミコ酢パフェおいしかったです。（10 代・男性） 

（以上） 
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伝票調査ならびにアンケート調査の 

手順(マニュアル)  

 

2008 年 7 月 21 日作成 

鷲宮町商工会＋北海道大学観光学高等研究センター 

 
 
【調査の趣旨】 

これらの調査は、来訪者により楽しんでもらえるお店づくり、商店街づくりのための基

礎資料を集めるために、実施するものです。 
 

【伝票調査の目的】 

伝票調査の具体的な目的は以下の 3 点を把握することで来訪者による経済効果を明らか

にすることにあります。 
１）来訪日、オーダー時刻、支払い時刻 

２）支払者数、同一グループの人数 

３）注文商品・数量 

 この目的を達成するために、独自の調査用伝票用紙「鷲宮-北大方式調査伝票」を開発し

ましたので、それを用いて調査を行います。 
  
【アンケート調査の目的】 

アンケート調査の具体的な目的は以下の 3 点を把握することで来訪者による経済効果な

らびに人の動き・市場動向を明らかにすることにあります。 
  １）来訪者の数と消費金額 

  ２）来訪者の属性情報 

  ３）来訪者の旅行行動パターン 

 

 

 

【ご不明な点のお問い合わせ先】 

 

■鷲宮町商工会：（担当）松本真治                       

 

■北海道大学観光学高等研究センター：（担当）山村高淑   

 

■北海道大学国際広報メディア・観光学院：（担当）岡本健 

 

 

 

 

携帯電話連絡先記載 

 

携帯電話連絡先記載 

 

携帯電話連絡先記載 
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【調査の方法・その 1】お食事のお客様の場合 

(1)注文を取る際、担当者は、伝票に以下の事項を必ず記入してください。 

①その日の日付 
②グループあたりの人数 
③オーダーを取った時間 
④注文商品名と数量（番号や記載位置は特に気にしなくても結構です。また商品名が

わかれば、集計の際に単価の照合を取りますので、伝票への金額の記載は必要なけれ

ば無記入で構いません。） 
※ 商品名は後で読解可能な形でのご記入にご協力下さい。 

      →オーダーを取ったら直ちにアンケート用紙を配布してください。 

       お客様一人につき一部ずつの配布です。 

 

(2)お会計の際、担当者は、伝票に以下の事項を必ず記入してください。 

⑤お支払時刻 
※ No.欄、○○様欄、係名欄、合計金額欄は必要がなければ無記入で構いません。 

 
(3)アンケート調査票を伝票と一緒にレジに持っていくようお客様には依頼してあるので、

伝票とそのお客様のアンケート調査票をホチキスでとめて一緒に回収してください。 

 
No. 

① 2008 年 7 月 27 日 

様 ② 名様

オーダー時刻  
 ③ 時   分

お支払い時刻 
   ⑤ 時   分

係  合計    

     

TNo. 品名 数量 金額 

 15 

 

   

 14 

     ④ 
 

④ 
  

WH-MCTR-Type.001 
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【調査の方法・その 2】お買い物のお客様の場合 

(1)お会計の際、担当者は、伝票に以下の事項を必ず記入してください。 

1)その日の日付 
2)お支払時間（オーダー時刻は不要です。） 
3)購入商品名と数量（番号や記載位置は特に気にしなくても結構です。また商品名がわ

かれば、集計の際に単価の照合を取りますので、伝票への金額の記載は必要なければ

無記入で構いません。） 
※ 商品名は後で読解可能な形でのご記入にご協力下さい。 
※ その他の欄は特に必要がなければ無記入で構いません。 

      →お買い物のお客様に対しては、アンケートの配布は必要ありません。 

 
No. 

1) 2008 年 7 月 27 日 

様 名様

オーダー時刻  
 時   分

お支払い時刻 
   2) 時   分

係  合計    

     

TNo. 品名 数量 金額 

 15 

 

   

 14 

     3) 
 

3) 
  

WH-MCTR-Type.001 
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【伝票＋アンケート用紙の整理方法】その日の営業終了時 

(1)その日の営業が終了されましたら、その日の分の 

・伝票＋アンケート用紙がホチキスでとじられたもの 

・伝票 

・アンケート用紙 

を、そのまままとめて封筒に入れ、ホチキスで封を閉じてください。 

※アンケート用紙や伝票を日付や時間、回収順序で並べたりする必要は一切ありません。 

※また伝票は食事客用、お買い物客用が混ざった形で結構です。 

 

(2)閉じた封筒の表面にその日の日付を「7月 31 日」のように記載し、その下に 

・当日の営業時間（開店時間と閉店時間） 

・担当者の名前 

を書いておいてください。 

 

     例） 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

(3)以上で一日の調査は終了となります。この作業を調査期間中、毎日実施してください。 

 

 

ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。 

 
 
 
 7 月 31 日 
   10：00 開店 
   17：00 閉店 
   担当山村 
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「鷲宮-北大方式調査伝票」サンプル 

 

 

 

No. 
2008 年  月  日

様 名様

オーダー時刻  
時   分

お支払い時刻 
時   分

係 合計    

     

TNo. 品名 数量 金額 

 12 

 

   

 11 

 

   

 10 

 

   

 9 

 

   

 8 

 

   

 7 

 

   

 6 

 

   

 5 

 

   

 4 

 

   

 3 

 

   

 2 

 

   

 1 

 

   

WH-MCTR-Type.001（小） 
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大酉茶屋来訪者アンケート調査 

   【お願い】 

鷲宮町へ、そして大酉茶屋へようこそおいで下さいました。心よりご歓迎申し上げます。 

さて、鷲宮町商工会では北海道大学観光学高等研究センターと共同で、お客様により楽しんでい

ただけるお店づくり・商店街づくりのための基礎資料とするため、来訪者への簡単なアンケート調

査を行なっております。お急ぎのところ誠に恐縮ですが、皆様のお声をお聞かせ願えれば幸いです。 

なおご協力いただいた皆様にはお礼として、ささやかではございますが、素敵な景品の当たるガ

チャポン専用コイン 1枚を、レジにて漏れなく謹呈致します。 

お答え頂きました情報につきましては、統計以外の目的に使ったり、外部に漏らしたりするよう

なことは絶対にありませんので、何卒ご安心下さい。 

鷲宮町商工会：（担当）松本                           電話番号記載 

北海道大学観光学高等研究センター：（担当）山村・岡本 電話番号記載 

 
問1． 今回あなたが大酉茶屋へ入店されたのは何時何分ごろですか。       時    分頃 

 

問2． あなたが鷲宮町のことを知ったきっかけは何ですか。 

（具体的に：                                    ） 

 

問3． 今回はどなたといらっしゃいましたか。 

（具体的に：                ） ※おひとりの方は×を付けて下さい 

 

問4． 今回のご旅行では旅行会社（JTB や近畿日本ツーリストなど）をご利用になりましたか。 

a. 利用した  b. 利用していない 

 
問5． 今回の鷲宮町へのご来訪の目的は何ですか。（ひとつだけ） 

a. 鷲宮神社への通常参拝  b. 「らき☆すた」聖地巡礼   

c. らき☆すた飲食店スタンプラリーへの参加  d. 業務  e. 帰省や親族訪問   

f. その他 

（具体的に：                                   ） 

 

問6． 鷲宮町周辺での旅行ルートについてお伺いします。 

(1) 今回のご来訪では、次に挙げる場所のうちどちらへ立ち寄りましたか（または立ち寄る予定で

すか）。あてはまるものすべてに○を付けて下さい。 

a. 鷲宮神社  b. 鷲宮神社前（神社通り）商店街の商店   c. 鷲宮駅（東武伊勢崎線） 

d. 東鷲宮駅（JR 東北本線）  e. 幸手駅（東武日光線）   f. 幸手市商店街 

g. 権現堂堤（幸手市）     h. 春日部駅（東武伊勢崎線）  i. 春日部共栄高校 

j. 大宮駅（JR）  k. アニメイト大宮店  l. アニメイト池袋本店 

m. ゲーマーズ本店（秋葉原） 

n. その他 

（具体的に：                                    ） 

 

→次のページへお進み下さい。 
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(2) (1)で複数の場所を選択された方にお伺いします。今回はこれらの場所をどのような順序で巡

りましたか（または巡る予定ですか）。(1)の番号を順番に並べてください。 

例： a→c→h→f 

    訪問順： 

 

                                               

 

問7． 鷲宮町へはこれが何度目のご来訪ですか。 

           回目（今回を含めて） ※鷲宮町民の方は×を付けて下さい 

 

問8． 大酉茶屋へはこれが何度目のご来訪ですか。 

           回目（今回を含めて）  

 

問9． 今回、大酉茶屋にお越しの際、またはお帰りの際、鷲宮駅・東鷲宮駅を利用された（される）

方にお伺いします。 

(1) どちらの駅を利用されましたか（利用しますか）。 

行き  a. 鷲宮駅（東武伊勢崎線）  b. 東鷲宮駅（JR 東北本線） 

帰り  a. 鷲宮駅（東武伊勢崎線）  b. 東鷲宮駅（JR 東北本線） 

(2) 駅と大酉茶屋の間はどのような交通機関を利用されましたか。 

行き  a. バス  b. タクシー  c. 徒歩  d.その他（具体的に：          ） 

帰り  a. バス  b. タクシー  c. 徒歩  d.その他（具体的に：          ） 

(3) タクシー利用を選択された方にお伺いします。何人で一緒にタクシーにご乗車されましたか（さ

れますか）。 

行き（     人）  帰り（     人） 

 

問10． 今回、鷲宮町内では、一人当たり、以下の項目にいくらぐらい使われます（ました）か。（乳幼

児を除きます。また該当項目の支出が無い場合は０とご記入下さい。） 

・大酉茶屋での飲食費         円

・大酉茶屋以外の飲食店での飲食費         円

・大酉茶屋でのお土産品の購入費         円

・大酉茶屋以外の商店でのお土産品の購入費         円

・その他（具体的に：                   ）         円

 一人当たりの総額         円

※町内で支払った消費額に限ります。 

 

問11． あなたのお住まい（郵便番号または住所）、性別・年齢を教えてください 

(1)郵便番号   ―    、または住所：都道府県名       市区町村名       

（海外の方は国名：                          ） 

(2) a. 男性  b. 女性 

  (3) a. 10 代  b. 20 代  c. 30 代  d. 40 代  e. 50 代  f. 60 歳以上 

 

 

→次のページへお進み下さい。 
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問12． 今回のご自宅を出られてからお戻りになるまでの、ご旅行の全行程についてお伺いします。 

(1) 今回のご旅行の全行程期間をお知らせ下さい（番号に○） 

a. 日帰り  b. 1 泊以上（具体的に：   泊   日） ｃ. 鷲宮町民 

(2) 1 泊以上される（された）方にお伺いします。主な宿泊先はどちらですか。 

    a. 鷲宮町内 b. その他の埼玉県内（市町村名または最寄の駅名：           ） 

     c. 東京都内（最寄の駅名：        ） d. その他の地域（          ） 

  (3) 今回のご旅程のうち、鷲宮町にご滞在される（された）時間は合計でどれくらいですか。 

    a. 3 時間以内  b. 3～6 時間以内  c. 6～24 時間以内  d. 24 時間以上 

  (4) 今回のご旅行でご利用になった交通手段をできるだけ詳しくお聞かせ下さい。 

例） 自宅 
徒歩 

上野駅 
JR

久喜駅
東武

鷲宮駅
タクシー 

大酉茶屋
徒歩

     

 
東鷲宮駅 

JR 
赤羽駅 

JR
上野駅

徒歩
自宅 

 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問13． 最後に、大酉茶屋、鷲宮町に対してご意見・ご要望等ございましたら、ご自由にご記入下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問は以上です。 

 

ご協力誠にありがとうございました。 

（ご記入後は伝票とご一緒にレジまでお持ち下さい） 
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資料 2：「聖地巡礼者」動態分析 13 の視点 

 

岡本 健1 

 

「アニメ聖地巡礼者」212 人2のアンケート調査結果について、以下の 13 項目に注目して

分析をおこなった3。すなわち、性別、年齢、居住地、同行者、旅行会社の利用の有無、鷲

宮町・大酉茶屋への来訪回数、旅行期間、鷲宮町での滞在時間、大酉茶屋での飲食費、鷲

宮町周辺の立ち寄り場所、利用交通機関、来訪者の 1 組当たりの人数、である。以下、そ

れぞれの項目毎に結果を示す。なお、表中の相対度数（%）については、小数点第 2位を四

捨五入したものである。 

 

 

 

 

(1) 性別 

「アニメ聖地巡礼者」について、それぞれの性別を表-1 にまとめた。 

 

表-1 性別 

男性 女性 無回答 合計
人数（％） 185（87.3） 19（9.0） 8（3.8） 212（100.0）  

 

 男性が 185 人と、全体の 87.3%を占める。女性は 19 人で全体の 9%を占める。これらのデ

ータから「アニメ聖地巡礼者」は男性の割合が高いことがわかる。 

 

 

 

 

                                                  
1 北海道大学大学院 国際広報メディア・観光学院。本稿に関する一切の著作権は、原著作者（岡

本健）に帰属します。okamotot@cats.hokudai.ac.jp 
2 「アニメ聖地巡礼者」とは、ここでは、資料１のアンケート調査の問 5で、「「らき☆すた」聖

地巡礼」と回答した者と「らき☆すた飲食店スタンプラリー」と回答した者を指す。 
3 本報告で用いた調査結果は、鷲ペディア研究チームによって実施された調査の結果である。著

者は、それらの調査結果から図表を作成し、コメントを加えた。 
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(2) 年齢 

「アニメ聖地巡礼者」について、それぞれの年齢を表-2 にまとめた。また、40 代から 60

代までの 20 人の内、9 人が子どもや孫に誘われて来ていたことが、同行者を把握する設問

で確認できた。 

 

表-2 年齢 

10代 20代 30代 40代 50代 60代 無回答 合計

人数（％） 54(25.5) 88(41.5) 42(19.8) 17(8.0) 2(0.9) 1(0.5) 8(3.8) 212(100.0)  
 

表-2 から、最も多いのが 20 代の 88 人で全体の 41.5%を占める。次いで 10 代の 54 人（全

体の 25.5%)、30 代の 42 人(全体の 19.8%)、が続く。10 代から 30 代までで全体の 8割以上

を占めていることがわかる。表-2 の値について、縦軸を人数、横軸を年齢として棒グラフ

化したのが図-1 である。 

 

54

88

42

17

2 1
0

20

40

60

80

100

10代 20代 30代 40代 50代 60代

年齢

人
数

 

図-1 年齢 

 

 図-1 を見ると、最も人数が多いのが 20 代、次いで 10 代が多い。さらに、30 代、40 代、

…と年齢が高くなるに従って人数が少なくなっていることがわかる。 

 これらの結果から、アニメ聖地巡礼者には 10 代から 30 代の若者層が中心であることが

わかる。 
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(3) 居住地 

 

「アニメ聖地巡礼者」について、その居住地を表-3 にまとめた。

 

 

 

表-3 居住地 

合計 212(100.0)

埼玉県

東京都

埼玉・東京以外

中国

四国

九州

回答者数

海外(香港）

無回答・無効 9(4.2)

関
東

0(0)

1(0.5)

1(0.5)

1(0.5)

22(10.4)

9(4.2)

4(1.9)

40(18.9)

43(20.3)

61(28.8)

144
(58.0)

沖縄

甲信越

東海

近畿

2(0.9)

10(4.7)

1(0.5)

8(3.8)

居住地

北海道

東北

北陸

 

埼玉県のうち鷲宮町民 3人、鷲宮町民以外 37 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

最も多いのが関東地方の居住者であり、

144 人である。これは全体の 58％を占める。

関東地方の内訳は、埼玉県が 40 人（全体の

18.9％）、東京都が 43 人（全体の 20.3％）、

埼玉・東京以外の関東地方が 61 人（全体の

28.8％）である。 

全体を見ると、アニメ聖地巡礼者は北海

道から沖縄まで、四国地方を除く全地域か

ら来訪している。 

これは、第 2章で指摘した、「アニメ聖地

巡礼者は全国各地から訪れている」という

特徴に合致する結果である。 

また、海外（香港）からの観光客も訪れ

ている。直接話を聞くことができたが、「ら

き☆すた」をよく知っており、「かわいいか

ら大好きだ」というコメントが得られた。

情報収集はインターネットだそうで、こう

いったことからも、アニメ聖地巡礼が、情

報化が進んだ昨今の観光の特徴を如実に表

していることがうかがえる。
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(4) 同行者 

「アニメ聖地巡礼者」の同行者について、表-4 にまとめた。なお、個人名や恋人、先輩・

後輩という回答は「友人」とみなし、集計した。 

 

表-4 同行者 

一人 友人 家族・親類 不明・無回答 合計

人数（％） 65(30.7) 113(53.3) 28(13.2) 6(2.8) 212(100.0)  

 

 友人とともに来訪するものが多く 113 人である。これは全体の 53.3%を占める。一人がそ

れに続き、65 人で、これは全体の 30.7％を占める。 

 

 

(5) 来店者の 1グループあたりの人数について 

「アニメ聖地巡礼者」の 1グループあたりの人数について、表-5 にまとめた。 

 

表-5 来店者の 1グループあたりの人数 

1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人

グループ数（％） 67(49.6) 38(28.1) 20(14.8) 7(5.2) 2(1.5) 0(0.0) 1(0.7) 135(100.0)

1グループあたり
合計

 

(注 1) 1 組当たりの人数とグループ数を掛けて、総和をもとめると 248 人となり、アンケート回答者数 212 名と一致し

ない理由は、グループ内のアンケート無回答者も含まれるためである。 

(注 2) 表-4 の同行者のところで一人と答えているのが 65 人なのに対し、表-5 では、１グループあたりの人数を１人と

回答している人が 67 人いることについては、表-4 で不明・無回答に含まれるうちの 2人が 1組当たりの人数では回答

をしているためである。 

 

 

 グループ単位で見ると、最も多いのが 1人の 67 組で、全体の 49.6％を占める。次いで 2

人の 38 組、3 人の 20 組、4 人の 7 組、と続く、6 人のグループ、および、8 人以上のグル

ープは無かった。 
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１グループあたりの人数をグラフ化し、図-2 に示した。 
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グ
ル
ー

プ
数

 

図-2 大酉茶屋来店者の１グループあたりの人数 

 

 これを見ると、1 グループあたりの人数では、1 人が最も多く、人数が増えるにつれて、

グループ数が減少していることがわかる。アニメ聖地巡礼者は 1 人や 2 人などの個人や少

人数が多いことがわかる。 

 

 

(6) 旅行会社利用の有無 

「アニメ聖地巡礼者」について、旅行会社の利用の有無を表-6 にまとめた。 

 

表-6 旅行会社利用の有無 

利用した 利用していない

人数（％） 5(2.4) 205(96.7) 2(0.9) 212(100.0)

旅行会社を
無回答 合計

 

 

旅行会社を利用していないと回答した人が 205 人で、これは全体の 96.7%である。旅行会

社を利用したと回答した 5人の居住地については、(3)の居住地を尋ねる項目と照合したと

ころ、山形県が 2人、青森県が 1人、新潟県が 1人、山口県が１人であった。 
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(7) 鷲宮町来訪の回数 

「アニメ聖地巡礼者」について、鷲宮町来訪の回数を表-7 にまとめた。 

 

表-7 鷲宮町来訪の回数 

1回目 2回目 3回目 4回以上 地元住民 無回答 合計

人数（％） 121(57.1) 21(9.9) 11(5.2) 52(24.5) 6(2.8) 1(0.5) 212(100.0)
 

(注 1) 来訪回数には今回の来訪が含まれている。 

(注 2)地元住民には、鷲宮町民、加須・久喜市民が含まれている。 

 

最も多いのが来訪 1 回目で、121 人であった。これは全体の 57.1％を占める。2 回目が

21 人（9.9%）、3回目が 11 人(5.2%)、4 回以上が 52 人(24.5%)である。来訪 2回目以上をリ

ピーターととらえるならば、リピーターは 84 人(39.6%)であった。通常観光地の観光客と

の比較が必要になるが、リピーター率が 39.6％というのは、アニメ聖地巡礼者が何度も現

地を訪れる特徴を持っていることを示唆する可能性がある。 

 

 

(8) 大酉茶屋来訪の回数 

「アニメ聖地巡礼者」について、大酉茶屋来訪の回数を表-8 にまとめた。 

 

表-8 大酉茶屋来訪の回数 

1回目 2回目 3回目 4回以上 無回答 合計

人数（％） 152(71.7) 17(8.0) 8(3.8) 32(15.1) 3(1.4) 212(100.0)
 

(注) 来訪回数には今回の来訪が含まれている。 

 

1 回目が最も多く、152 人であった、これは全体の 71.7%を占める。次いで、2 回目は 17

人で全体の 8.0%、3 回目は 8 人で全体の 3.8%である。全体的な傾向は鷲宮町への来訪者数

と似ている。 

鷲宮町への来訪回数と比較すると、鷲宮町来訪回数 1 回が 121 人なのに対して、大酉茶

屋来訪回数 1 回は 152 人である。鷲宮町来訪回数 1 回と回答している人はアンケートを行

った場所が鷲宮町の大酉茶屋であることから考えて、必然的に大酉茶屋来訪回数が 1 回と

なる。つまり、大酉茶屋来訪回数 1回の人数（152 人）から、鷲宮町来訪回数 1回の人数(121

人)を引くと、鷲宮町に複数回来訪しているが今回大酉茶屋に初めて来訪した人数（31 人）

がわかる。このことは、4回以上のリピーターに関しても言える。 
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(9) 今回の旅行期間について 

「アニメ聖地巡礼者」について、今回の鷲宮町来訪を含む旅行全体の期間を表-9 にまと

めた。 

 

表-9 今回の旅行期間 

日帰り 1泊以上 鷲宮町民 無回答 合計

人数（％） 153(72.2) 53(25.0) 2(0.9) 4(1.9) 212(100.0)
 

 

 日帰りの人数が最も多く、153 人である。これは全体の 72.2％を占める。1泊以上してい

るのは 53 人で、これは全体の 25%を占める。 

(3)居住地で、関東地方が 144 人、それ以外が 59 人であったこととも関係が深いと思わ

れる。 

 

 

(10) 鷲宮町での滞在時間 

「アニメ聖地巡礼者」について、今回の鷲宮町での滞在時間を表-10 にまとめた。 

 

表-10 鷲宮町での滞在時間  

3時間以内 3～6時間以内 6～24時間以内 24時間以上 無回答 合計

人数（％） 93(43.9) 84(39.6) 17(8.0) 3(1.4) 15(7.1) 212(100.0)  

 

3 時間以内が 93 人で、最も多く、全体の 43.9％である。次いで 3～6 時間が多く、84 人

で、39.6％である。今後詳細な分析や通常の観光客との比較検討がおこなわれるべきであ

るが、いわゆる観光資源が神社と茶屋だけで 3～6 時間の滞在が多いのは、「アニメ聖地巡

礼者」がゆっくりと町の雰囲気や作品世界に浸る特徴が原因なのかもしれない。 
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(11) 大酉茶屋での飲食費 

「アニメ聖地巡礼者」の大酉茶屋での飲食費について、表-11 にまとめ、横軸に飲食費、

縦軸に人数をとり、図-3 でグラフに示した。 

 

表-11 大酉茶屋での飲食費 

0～199円 200～399円 400～599円 600～799円 800～999円 1000円以上 無回答 合計

人数（％） 5(2.4) 15(7.1) 84(39.6) 55(25.9) 18(8.5) 30(14.2) 5(2.4) 212(100.0)  
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図-3 大酉茶屋での飲食費の傾向 

 

 

 飲食費は 400～599 円が最も多く、84 人であった。次いで 600～799 円が多く、55 人であ

った。この2つの費用帯を合わせると400～799円で 139人となり、全体の65.5％を占める。 

 ちなみに最高金額は 1500 円であった。 
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(12) 鷲宮町周辺の立ち寄り場所について 

「アニメ聖地巡礼者」について、大酉茶屋以外に立ち寄る（または、立ち寄った）場所

を表-12 にまとめた。 

 

表-12 鷲宮町周辺の立ち寄り場所 

立ち寄り場所 人数 備考
鷲宮神社 198 「らき☆すた」のオープニング背景に使用
鷲宮神社前商店街の商店 114
鷲宮駅（東武伊勢崎線） 105 鷲宮神社から徒歩で約10分
春日部駅（東武伊勢崎線） 47 「らき☆すた」のオープニング背景に使用
ゲーマーズ秋葉原店 37 アニメやコミックの専門店
大宮駅（JR) 34
幸手市商店街（幸手市） 27 「らき☆すた」のオープニング背景に使用
幸手駅（東武日光線） 24
春日部共栄高校（春日部市） 22 「らき☆すた」のオープニング背景に使用
アニメイト大宮店 19 アニメやコミックの専門店
東鷲宮駅（JR東北本線） 18 鷲宮神社から徒歩で約25分
権現堂堤（幸手市） 18 「らき☆すた」のオープニング背景に使用
その他 17 鷲宮町立図書館、神社通り以外の商店、など
アニメイト池袋本店 7 アニメやコミックの専門店
無回答 1  

（注）サンプル数は 212、複数回答可。 

 

最も立ち寄り人数が多いのが、「鷲宮神社」であり、198 人である。 

直接アニメーションでは登場していないが、「鷲宮神社前商店街の商店」も立ち寄り人数

が多く、114 人である。このことから、アニメ聖地巡礼者は、アニメーションに登場する場

面のみに立ち寄るわけではなく、地域の商店に立ち寄ることも多いことがわかる。 

次に立ち寄り人数が多いのが、鷲宮駅である。これは、鷲宮神社及び大酉茶屋に最も近

い電車の駅であることが原因であると考えられる。 

「らき☆すた」のオープニングに登場する場所では、「鷲宮神社」「春日部駅」「幸手市商

店街」「春日部共栄高校」「権現堂堤」の順で立ち寄り人数が多い。オープニングに登場す

る場所の立ち寄り人数を図-4 にまとめた。 
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図-4 オープニングに登場する場所の立ち寄り人数 

 

 立ち寄り場所に関して、立ち寄り人数に差が生じる原因として考えられるのは、知名度

の差である。鷲宮神社は、「らき☆すた」のオープニングに、人気キャラクターである「柊

かがみ」の背景として登場することが原因の一つであると思われるが、神社自体がこれま

でにイベントやグッズ販売、初詣などについてニュースで取り上げられることが多く、知

名度が高いことも、原因の一つであると考えられる。 

また、知名度とも関連するが、場所の特定のしやすさも原因の一つと考えられる。「春日

部駅」は、「らき☆すた」のオープニングで「柊つかさ」の背景として登場するが、駅名が

「糟日部駅」となっているため、場所が特定しやすい。「幸手市商店街」「春日部共栄高校」

「権現堂堤」に関しては、ウェブ上の聖地巡礼サイトを調べると場所がわかるが、「らき☆

すた」のオープニングを見ただけでは、どこにあるのかわからない。「知名度」や「場所の

わかりやすさ」が各所の立ち寄り人数に差がでる原因であると考えられる。 

さらに、行きやすさも関連していると思われる。「春日部駅」は駅であるので、電車に乗

れば行くことができる。「幸手市商店街」に関しても、「幸手駅」から歩ける距離である。「春

日部共栄高校」「権現堂堤」に関しては、前 2者に比べると交通の便が悪い。 

 ただし、大酉茶屋でアンケートを取っているので、大酉茶屋に立ち寄らず、春日部駅や

幸手市商店街、春日部共栄高校、権現堂堤を巡礼している聖地巡礼者はカウントできてい

ないことには注意する必要がある。 

 また、鷲宮神社に近い大酉茶屋でアンケートをおこなっているので、鷲宮神社が多いの

は当然である。しかし、それ以外の 4 つの箇所に関しては、上記分析が当てはまるものと

考えられる。 
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(13) 利用交通機関について 

 

来訪するのに利用した交通機関について、行きと帰りに分けて表-13 に示す。 

 

表-13.1 駅の利用状況  

114 212
(6.1) (53.8) (100.0)

85
(40.1)

合計
13

116
(54.7)

合計

89
(42.0)

7
(3.3)

0 114
(0.0) (53.8)

2
(0.9)

6 0
(2.8) (0.0)

7 0
(3.3) (0.0)

帰り

東武
鷲宮駅

JR
東鷲宮駅

その他

行
き

その他

東武
鷲宮駅

JR
東鷲宮駅

83
(39.2)

0
(0.0)

 

（単位は人、括弧内は全体に占める割合を百分率で示したもの） 

 

(注 1) 行きで「その他」を選択、帰りで「東武鷲宮駅」を選択している 2人の内訳は、（行き：JR 久喜駅、
帰り：無回答）、（行き：無回答、帰り JR 鷲宮駅）が各 1 人である。 
(注 2) 行きで「その他」を選択、帰りで「その他」を選択している 114 人の内、73 人が車を利用していた
ことが、今回の旅行で利用した交通手段を自由記述してもらう設問で確認できた。それ以外の 41 人につい
ては、車以外（自転車やバイクなど）もしくは不明・無回答だった。 

 

最も多いのが、行きも帰りもその他を選択し、東武鷲宮駅や JR 鷲宮駅を利用していない

人で、114 人である。これは全体の 53.8%を占める。表-13.1 の (注 2)で挙がっているよう

に、そのうちの 73 人は自動車を利用している。 

 次に多いのが行き帰り共に東武鷲宮駅を利用している人で、83 人である。これは全体の

39.2%を占める。 

 これらの結果から、聖地巡礼者は公共交通機関だけではなく、様々な方法で鷲宮を訪れ

ていることがわかる。 
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 表-13.1 で、東武鷲宮駅または JR 東鷲宮駅を利用した 98 人について、駅と大酉茶屋の間

の利用交通手段について、表-13.2 に示した。 

 

表-13.2 駅から大酉茶屋の間の利用交通手段 

徒歩 タクシー バス その他 無回答 合計

行きの人数（％） 90(91.8) 3(3.1) 0(0.0) 4(4.1) 1(1.0) 98(100.0)

帰りの人数（％） 86(87.8) 3(3.1) 1(1.0) 6(6.1) 2(2.0) 98(100.0)  
 (注 1) 行きにその他と回答している 4人の内訳は、3人が貸自転車利用、1人は車利用であった。 
(注 2) 帰りにその他と回答している 6 人の内訳は、3 人が貸自転車利用、2 人が車利用、1 人が自転車利
用であった。 

 

行きは徒歩を選択した人が 90 人であった。これは行き全体の 91.8%を占める。帰りは徒

歩を選択した人が 86 人で、これは帰り全体の 87.8%を占める。 

タクシーやバスを利用する人は少ない。 

これは、来訪者が 10 代から 30 代までの若者が中心であることが原因として考えられる。 
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う世間の冷たい視線にも関わらず、研究の趣旨をご理解いただき、「学界追放されても、コ

ミケがあるよ！」等々、様々な形で温かいご支援を下さいました皆様、本当に本当にあり

がとうございました。本来でしたら、皆様お一人お一人にお礼を申し上げなければならな

いのですが、まずはここに皆様のお名前を記すことで感謝の意を表したいと思います。 

成田靖様（土師祭輿会長）、松井洋様（(有)天狗堂書店）、松田幸子様（寿司割烹圭秋）、島田

吉則様（島田菓子舗）、秋間貴達さん（あきま～ず）、阿部敏彦様（練馬言葉力研究所）、もて

ぎさん、向原緑さん、鈴木昌三様（鷲宮町経済課）、斉藤輝光様（鷲宮町経済課）、宇賀陽子

様（埼玉県東部地域振興センター産業労働課）、荒井康博様（埼玉県産業労働部観光振興室）、

島田邦弘様（埼玉県産業労働部新産業育成課）、石井順子様（埼玉県産業労働部新産業育成課）、

山下貴宏様（埼玉県産業労働部観光振興室）、押手洋樹様（近畿日本ツーリスト株式会社東京イ

ベント・コンベンション支店）、演出家の北川敬一様、田坂誠様（読売新聞社）、平林美重子様

（アルペンハイム山正旅館）、舘友希江様（Ｙショップニシ／縁川商店）、荒井勝利様・荒井利広

様（木崎湖キャンプ場）、山本志乃様（旅の文化研究所）、中村純子様（横浜商科大学商学部

貿易・観光学科）、河野隼也様（京都嵯峨芸術大学芸術文化研究所）、げんさん（伊藤現様：

京都嵯峨芸術大学）、若林福成さん（埼玉県立鷲宮高等学校）、森重昌之さん（北海道大学大

学院）、野村佳子さん（北海道大学大学院）、木野聡子さん（北海道大学大学院）… 

 皆様本当にありがとうございました！！ 

 

2009 年 3 月 25 日  

文化資源マネジメント研究チーム一同 
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これら図版の一切の転用を禁じます。 

★また、これら図版以外の本書に関する一切の著作権は、 
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学術・非営利目的の引用はこれを禁じるものではありません。 
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表示-非営利-継承 2.1 日本ライセンスの下でライセンスされています。 

詳しい利用条件に関してはライセンスページ記載事項 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.1/jp/ 

を参照してください。 
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