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観光コンテンツとしてのアニメ・まんが作品の“聖地巡礼”を地域ITSにおける可能性・有用性という

観点から考察する．本論における“聖地巡礼”とは，アニメやまんが作品の舞台となった地域を，作品の

受け手・ファンが訪れることを指す．取り上げるのは，テレビアニメ『sola』である．『sola』は，長崎市

を舞台にした作品だが，長崎県の地上波テレビでは放送されることはなかった．その一方で，『sola』を

視聴したファンの一部が長崎県を訪れていることがウェブログから判明した．アニメやまんが作品がただ

の娯楽としてではなく，長崎市の地域コンテンツとして，観光コンテンツとして有益であると考えられる．

そこで，既存の長崎市LRTナビゲーション推進協議会による地域ITSサービスと連動させて『sola』を用い

た“聖地巡礼”の電子マップを作成し，地域社会における，地域・観光コンテンツのアニメ・まんが作品

について検討する． 
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1.  はじめに 

 

(1)  研究背景 

まず，本コンテンツの作成に至った研究背景について

説明する． 

執筆者自身，出身地である長崎県内の同人誌即売会に

ついて着目し，研究を行っていた．同人誌即売会とは，

アマチュアの描き手自身がまんがやイラスト作品を制作

し，自費で出版した本（同人誌）を売買するイベントで

ある．売買されるものは，まんがや小説の同人誌の他，

評論，自主制作アニメなど，少年まんがや少女まんが，

ミリタリーなどジャンルも作品の媒体もさまざまである．

本論文における「漫画」の表記に関しては，「コミッ

ク」は海外を意識したものであるし，漢字のままでは堅

苦しい．日本に根付いている，世代関係なく読めて，気

軽に手に取ってほしいという意図があるため，「まん

が」というひらがなの表記を選んだ．同人誌即売会には，

アマチュアの描き手以外にも，プロの作家が趣味で同人

誌を発行することもあり，同人誌即売会そのものも変化

している．同人誌即売会の例としては，コミックマーケ

ット準備会主催の「コミックマーケット」や，赤ブーブ

ー通信社主催の「コミックシティ」が例に挙げられる．

都市部の同人誌即売会では，数万人から数十万人の参加

者がいる大規模なものでは，企業が主催するものもある．

都市部から離れた地方においては小規模なものが多く，

個人あるいは集団・サークル単位の主催が多い． 

執筆者が卒業論文を執筆・提出した2013年1月の時点

では，長崎県の同人誌即売会では，二次創作が全体の八

割から九割を占めていた．二次創作とは，既存の作品を

もとに創作された作品で，パロディである．余談ではあ

るが，長崎県内及び地方の同人誌即売会では，「同人誌

即売会」と称しているが，実際は同人誌よりはポストカ

ードやシールといったグッズが大部分を占めている．即

売会の会場では，同人誌やグッズの売買のほか，それら

に描かれたアニメやまんが作品，登場するキャラクター

について話される．つまり，二次創作がされるためには，

元になるアニメやまんが作品が必要なのだ．卒業論文を

提出した2013年1月以降，長崎県内では長崎市のみが同

人誌即売会の規模が大きくなり，二次創作の作品は変わ

らず全体の大部分を占めている．一方で，佐世保市や他
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の市町村で開催される同人誌即売会は，開催回数や主催

者及び即売会の参加者の減少が目立ち，衰退しつつある．

そこで本論文では，地方，長崎県という地域におけるア

ニメ・まんが作品を取り上げ，聖地巡礼という点に着目

した． 

 

(2) 観光コンテンツとしての聖地巡礼 

アニメやまんが作品のなかには，実在する地域をモデ

ルに描いた作品も多くある．作品のファンやオタクが，

モデルになった地（つまりは，聖地）を訪れることを

「聖地巡礼」という．長崎県内にも，アニメ・まんが作

品の聖地がある．例えば，『幻影ヲ駆ケル太陽』では長

崎市が，『坂道のアポロン』では佐世保市が，『ばらか

もん』では五島列島が舞台（聖地）になっている． 

執筆者が「聖地巡礼」を知ったのは，テレビやインタ

ーネットニュースで，アニメ『らき☆すた』が特集され

ていたのがきっかけだ．アニメやまんが作品，作品のフ

ァンやオタクがマスコミで取り上げられていた． 

オタクとは元は「おたく」で，1970年代初めに中森明

夫が発見・命名した．マスコミを通じ，その存在は次第

に浸透した．バブル経済崩壊以後，アニメやまんがと同

じように，「おたく」が海外に受け入れられた．おたく

は，オタクと呼称されるようになり，日本国内，世界中

に知られるようになった．オタクの概念も世代も変化し

ている．また，オタク（おたく）は過去には，差別の対

象でもあった．とある殺人事件の犯人がオタクであった

という報道がなされれば，関係のないオタクが犯罪者の

ようにバッシングの対象となり，マスコミで取り上げら

れることもあった．（岡田，2008 ）1)
 

オタクの定義・概念は時代により変化している．本論

文では，オタクとは，好きなアニメやまんが作品につい

て共有したいため，他人に伝えようとするファンである

と，おおまかに定義する．アニメ・まんが作品における

聖地巡礼及びオタク・ファンに関する報道は，マスコミ

で話題作りのための一過性のものにすぎないと感じてい

たが，そうではなかった． 

参考文献によれば，アニメ『らき☆すた』の鷲宮神社

や，アニメ『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らな

い』の秩父のように，聖地を巡礼するファンやオタクが

増加した際，立ち上がったのは，役所や観光協会，商工

会だった．巡礼者を受け入れ，アニメ・まんが作品と聖

地巡礼を連携させ，聖地（地域）のPRを企画・開催し

たり，アニメ・まんが作品と連携したイベントを催した

りした．（今井信治・川﨑のぞみ，2012）2)
 

聖地巡礼者も言い換えれば観光客だ．聖地巡礼も一つ

の観光スタイルと言えるし，聖地巡礼だけではなく，巡

礼者を迎えるイベントも観光コンテンツとなりつつある

のだ． 

 

(3) 提案 

長崎県内におけるアニメ・まんが作品の聖地巡礼の例

として，本論文で取り上げたいのが，長崎市を舞台にし

たテレビアニメ『sola』である．3)『sola』は，久弥直

樹・原案，七尾奈留・キャラクター原案によるテレビア

ニメである．長崎県長崎市を舞台にした作品であったが，

長崎県内の地上波テレビでは放送されることはなく，一

部インターネット放送を通じて放送された． 

「sola」「聖地巡礼」の二つのキーワードをGoogleで

検索したところ，約14,200件のヒットがあった．ヒット

したウェブサイトを閲覧していると，長崎県外から，

『sola』の舞台である長崎市を訪れた記録が載ったウェ

ブログが見つかったためだ． 

『sola』を選んだもう一つの理由は，ストーリーが展

開する上で，キャラクターが移動しているのが路面電車

沿いや，長崎市街地周辺を主に移動しているからである．

路面電車は，長崎市内の主要な観光地へのアクセスに便

利で，長崎市を訪れた観光客の多くが利用する交通手段

だ．『sola』の作品全体を通して，キャラクターが移動

している量・範囲が少なく狭い．電子マップを作成する

うえで，マッピングする情報量を考慮し，テストを兼ね

てマッピングを行うには適当と判断した． 

以上の理由で，テレビアニメ『sola』を例に，アニメ

やまんが作品における聖地巡礼が，地域社会における観

光コンテンツとして有用ではないかと思い，電子マップ

を作成することを決定した． 

 

 

2.  マッピングに関して 

 

(1)  マッピングの方法の決定 

 マッピングの方法について検討していたところ，しし

ょまろはんと京都フラワーツーリズムが発表したプレス

リリース 4)の情報を得た．ししょまろはんは，京都の図

書司書の集まりである．プレスリリースによれば，しし

ょまろはんが公開していた「京都が本に出てくる本のデ

ータ」というオープンデータを、京都フラワーツーリズ

ムが公開しているアプリケーション「ご当地ナビ」に組

み込んだとのことだった． 

そこで、「ご当地ナビ」を，所持している android 端

末のスマートフォンにダウンロードし，実際に使用して

みた．地図上に，本の情報が舞台となった場所にプロッ

トされており，ストリートビューを使えば，現在地から

舞台となった地までの道案内が表示される．使用された

オープンデータは，LinkData にアップロード・公開され

ていた．LinkData について，詳しくは後述するが，作成

したデータをもとに，アプリケーションを作成すること
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が可能であると知った．スマートフォンやタブレット端

末が普及している現在，アプリケーションは観光案内と

して利用価値があると思われる．Googleマップ及びスト

リートビューを使った交通・観光案内は，地域 ITSとし

て役立つ可能性があると判断し，電子マップの作成に，

LinkDataの利用を決めた． 

 

(2)  LinkDataについて 

LinkData 及び LinkData.org については，LinkData.org 及

び関連ウェブサイトを参考に説明する．LinkData.org は，

「データ・アプリ・アイデアの作成と公開を支援するプ

ラットフォーム」5)であり，LinkData
6)，App.LinkData

7)，

Idea.LinkData
8)，CityData

9)の四つのウェブサイトで構成さ

れている．各ウェブサイトの利用規約や目的に関する文

書を読んでいると，データをオープン化することにより，

LinkData.org を利用するすべてのユーザーが，同ウェブ

サイト上で作品や考え方を共有することにより，よりよ

いものを作り上げていく印象を受けた．アカウントも，

LinkData.org に登録することで，以上の四つのウェブサ

イトと同一アカウントで利用が可能となっている．

LinkData 及び CityData の研究・技術開発は，独立行政法

人理化学研究所 生命情報基盤研究部門が行いっている．

LinkData のサービスの運用は，アクシオヘリックス株式

会社が行っている． 

本論文で電子マップを作成する使用した LinkDataは，

テーブルデータを作成，公開，閲覧できるものである．

テーブルデータのテンプレートは，同ウェブサイトから

作成，ダウンロードできる．執筆者の主観だが、ダウン

ロードしたテンプレートには，入力するラベル書かれて

おり，初心者にとって分かりやすい入力フォームである

感じた．アップロードしたテーブルデータは，データ作

品として公開される．作成したテーブルデータ及びデー

タ作品の公開は，全体に公開するほか，URL を知る一

部ユーザーに対して限定公開する方法，非公開が設定で

きる． 

 

 

3. 『sola』聖地巡礼マップの作成にあたり  

 

 (1)  先行研究 

テレビアニメ『sola』の聖地巡礼の電子マップを作成

するにあたり，『sola』の聖地巡礼を行ったウェブログ

を検索し，表にまとめた．（表-1） 

気づいた点がいくつかある．ウェブログには， 作品

や観光地の解説だけではなく，観光地の写真とアニメの

スクリーンショットを比較して載せていたものが多かっ

た．似た事例で，LinkData上に，ユーザーの福野泰介が

作成した「アニメ『メガネブ』ロケ地」10)のデータ及び，

アプリが公開されていた．（図-1）このアプリは，アニ

メの画像を載せていた．当然のことながら，作成したユ

ーザーもアニメの画像に関しては，データのライセンス

の対象外と説明していた．アニメ作品など他者が作成し

た創作物を無断で編集・公開することは著作権法で違反

となる．またLinkDataは，作成したユーザー以外も，テ

ーブルデータを閲覧，ダウンロードすることもできる．

つまり，他のユーザーがテーブルデータの内容を再利

用・再構成できる点，著作権法における公衆送信権の侵

害に触れる。そのため、電子マップにアニメやまんが作

品のスクリーンショットや写真を埋め込むことは望まし

くない． 

『sola』の聖地巡礼のウェブログは，約20あった．こ

の数は，ウェブログのみをカウントしたもので，2ちゃ

んねるといった掲示板，聖地巡礼に関する情報が集めら

れ，載せられているデータベースのウェブサイトはカウ

ントしていない．検索トップからブログとして有効なも

のを上位からピックアップした．作品やシーン，巡礼し

た際に撮影された写真とアニメのスクリーンショットを

比較した解説は，検索したほぼすべてのウェブログで行

われていた．交通アクセスに関する情報についてはほぼ

書かれていなかった．『sola』で舞台となった教会の内

部のモデルであった黒崎教会に関するバスの情報が書か

れていたくらいだ．数件のブログに，観光名所を訪れた

り，名物・名産（例えば、トルコライスやハトシロール

など）を食して楽しんでいたり，聖地巡礼以外の観光の

レポートがあったものの，少なかった．圧倒的に聖地巡

礼だけのレポートが多く，聖地以外の他の長崎市の観光

地を訪れている情報が少なかった． 

 

(2)  Sola聖地巡礼マップの作成 

企画当初に制作を考えていた電子マップは，プラン1

であった．理想は，「アニメ『メガネブ』ロケ地」であ

ったが，著作権の観点から，実現不可能であった．その

ため，代替案であるプラン2を計画，実行した．電子マ

ップの作成目的・作成意義は以下のとおりである． 

 

作成目的：聖地巡礼の電子マップを作成・公

開し，聖地巡礼者及び観光客に使用を推進す

る． 

作成意義：作成した聖地巡礼の電子マップが

観光コンテンツ，地域ITとしての可能性につ

いて検討をするために，電子マップを作成，

公開する． 

 

プラン1： Google マップのストリートビュー

を利用することにより，長崎を訪れなくても，

作品の舞台となった場所を探訪する電子マッ
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プを作成する．アニメのスクリーンショット

をマップに挿入することにより，アニメと実

在する聖地をGoogleマップ上で巡礼できるよ

う楽しめるよう試みる． 

プラン2：聖地巡礼目的以外の観光客も利用

できる，観光地への交通アクセスの情報を載

せた電子マップを作成する． 

 

プラン2に決めた理由がもう一つある．『sola』の聖地

巡礼を行ったウェブログをまとめていて，痛烈に感じた

ことがある．それは，アニメ・まんが作品の聖地巡礼に

おいて，聖地巡礼とはそもそも，聖地巡礼を行う元にな

ったアニメ・まんが作品を知らなくては意味がない．参

考文献によれば，「ファンは厳密な意味でのその舞台の

風景や歴史・文化を見に行くのではなく，登場人物が生

活を演じる書割を見，物語や登場人物の心情が投影され

た―それは多分に自分のノスタルジーを重ね合わせた―

場所で作品世界を疑似体験」11)するのである．作品を見

て，舞台となった地を訪れるのが聖地巡礼の醍醐味であ

る言える．また，プラン2を選択して気づいた可能性が

ある．長崎県内を訪れた観光客が，聖地巡礼が目的では

ないが，観光名所と聖地が同じだった場合（『sola』の

場合，大浦天主堂や眼鏡橋などがある），元のアニメ作

品は知らなくても，電子マップそのものは利用できるの

だ．知らなかったが，気になって作品を視聴して，再び

長崎県を訪れ，今度は聖地巡礼を兼ねた観光を行う，観

光客のリピーターとなる可能性もあるのだ． 

 

 

表-1 『sola』の聖地巡礼の記録が載ったウェブログ一覧 

 

画像 備考・その他
色塗り人のぼやき..... http://www7.plala.or.jp/ironuri_bito/index.html ブログ 写真 手描きのイラストあり あり あり
飛行機さつえい奮闘記 http://blog.goo.ne.jp/kouhei14915 ブログ 写真、アニメ画像 - あり なし
作品データベース http://sakuhindb.com/ その他 写真、アニメ画像 - あり なし
@ましろちゃんの憂鬱 http://blog.livedoor.jp/mashiro2009/ ブログ 写真 動画あり あり あり
ロック’s　Diary http://locke.blog.so-net.ne.jp/ ブログ 写真、アニメ画像 - あり あり
カナリアの軌跡 http://kanalianokiseki.blog96.fc2.com/ ブログ 写真、アニメ画像 - あり あり
MTR的活動日誌 http://nishitetsu.blog91.fc2.com/ ブログ 写真 - あり あり
Discommunicator http://www2t.biglobe.ne.jp/~hi-taka/index.html その他 写真 手描きのイラストあり あり あり

デルタ http://profile.ameba.jp/delta-colorless-window/ ブログ 写真、アニメ画像 - あり なし
みんカラ(SNS):SHO@imas http://minkara.carview.co.jp/ ブログ 写真、アニメ画像 - あり あり
みんカラ(SNS):桜木 http://minkara.carview.co.jp/ ブログ 写真 痛車、アニメの等身大ポップあり あり あり
とある自転車乗りのチラシ裏 http://fwht8392.blog.fc2.com/ ブログ 写真、アニメ画像 - あり あり
因果応報＋ http://ingaouhou.com/ ブログ 写真、アニメ画像 - あり あり
聖地巡礼ダイアリー http://seichidiary.blog.fc2.com/ ブログ 写真、アニメ画像 撮影方法・コツの情報 あり あり
CPRM is my Life! http://cprmfan.blog51.fc2.com/ ブログ 写真 - あり あり
アニオタ学生の日記 http://aniotagakusei.blog123.fc2.com/ ブログ 写真、アニメ画像 まんがの画像もあり あり あり
Airnanasi http://www.geocities.jp/airnanasi/index.html ブログ 写真 - あり なし
ともジンの九州自転車珍道記 http://www.blogmura.com/profile/01197147.html ブログ 写真 - あり あり

サイト名 URL
作品・シーンの

説明 観光・交通情報
コンテンツ

サイトの形態

 

 

図-1 「アニメ『メガネブ』ロケ地」スクリーンショット 
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4.  電子マップの作成 

 

 (1)  マッピングの方法 

LinkDataを用いた電子マップを作成するにあたり，テ

ーブルデータを作成した．テーブルデータのテンプレー

トはLinkDataで作成が可能となっている．テーブルデー

タはExcelファイルである．ファイルの入力方法につい

ては，libmaro（LinkDataでのししょまろはんのユーザー

名）が作成，アップロードしていた「京都が出てくる本

のデータ」12)を参考にし，新規のテーブルデータのテン

プレートを作成，ダウンロードし，データ入力を行った． 

 

 (2)  マッピングするにあたって 

アップロード・登録したデータ作品名は，「長崎アニ

メマップ」（ファイル名「Nagasaki_Anime_Map_list」）

（表-2，図-2）とし，執筆時は限定公開としている．13)

入力したテーブルデータはLinkDataにアップロードされ，

テーブルデータの内容は，CityDataで再現されている． 

作成した「長崎アニメマップ」のテーブルデータの構

成は，以下の通りである．全列の1から8行は，テンプレ

ートであり，変更はしなかった．データは，9行目以降

から入力を行っている．A列にラベルまたはURIを挿入

する．URIについては，「京都が出てくる本のデータ」

を参考に入力していた．文字を挿入すればLinkDataにデ

ータをアップロードする際，エラーがでた．ここは架空

のURLで構わないと思われる．次に，聖地となった場所

をB列に挿入，次いで緯度・経度をGoogle1マップを使い，

調べ，C列・D列に挿入した．アニメ作品名をE列に，作

品や使用された簡単な説明をF列に挿入した．G列に，

路面電車の電停など交通アクセスを挿入した．H列には，

黒崎教会に関するバスの情報など，観光する際に注意が

必要な情報が記入するようにした．（図-3）マッピング

する情報は，視聴した『sola』の作品本編と表-2まとめ

た，ウェブログサイトも参考にした． 

  

 

 

表-2 「長崎アニメマップ」テーブルデータ 

#LINK<-- ファイルタイプの指定 http://linkdata.org/upload <-- このURLのページからこのファイルをアップロードしてください。

#file_name<-- ファイルの名前 Nagasaki_Anime_Map_list

#lang<-- 言語指定 ja

#attribution_name<-- 作成者の名前 Kaneishi Asuka

#property<-- プロパティの名前またはURI http://purl.obolibrary.org/obo/site_ofhttp://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lathttp://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#longhttp://xmlns.com/foaf/0.1/depictionhttp://purl.org/dc/elements/1.1/description http://purl.obolibrary.org/obo/guideshttp://purl.obolibrary.org/obo/guides

#object_type_xsd<-- プロパティのデータ形式 string:other float float string:other string:other string:other string:other

#property_context<-- プロパティのContext assertion assertion assertion assertion assertion assertion assertion

<-- この列↓にサブジェクト（主語）のラベルまたは URIを入力して

下さい。半角英数字とアンダースコア "_"での入力推奨です。
<-- ～の場所である

<-- 緯度。度分秒形式

ではなく百分率を用

い、北緯を正数、南

緯を負数として記述

<-- 経度。度分秒形式

ではなく百分率を用

い、東経を正数、西

経を負数として記述

<-- 対 象 を 描 い

たもの。写真や

イラストなど。

<-- サブジェクトの内容の説明。要約、目次、

文書の内容を表現した画像への参照、あるい

は自由形式の説明文など。記述の方法は自

由。

<-- ～を導く <-- ～を導く

https://sites.google.com/a/sun.ac.jp/sheng-de-xun-li/Nagasaki_Anime_Map_list/001大浦天主堂 32.734389 129.874373 TVアニメ『sola』 ヒロイン・茉莉が生活していた教会の外部のモデル

【路面電車】「長崎駅前」電停よ
り：正覚寺行きへ→
「築町」で下車→石橋電停行き
「大浦天主堂」にて下車、
徒歩5分

https://sites.google.com/a/sun.ac.jp/sheng-de-xun-li/Nagasaki_Anime_Map_list/002黒崎教会 32.843508 129.715246 TVアニメ『sola』 ヒロイン・茉莉が生活していた教会の内部のモデル

【長崎バス】「長崎駅前」より：板
の浦行き「黒崎教会前」下車

【注意】長崎市街地からの直通便は
少ない、黒崎教会からの最終バス
は16:56（平日・土日祝共に）
【案内】「桜の里ターミナル」から板
の浦行き、長崎新地に接続するバ
スあり

https://sites.google.com/a/sun.ac.jp/sheng-de-xun-li/Nagasaki_Anime_Map_list/003長崎駅前交差点 32.7522677 129.8721931 TVアニメ『sola』 第1話で、主人公・依人が自転車で横切った道路のモデル

https://sites.google.com/a/sun.ac.jp/sheng-de-xun-li/Nagasaki_Anime_Map_list/004眼鏡橋 32.747192 129.880081 TVアニメ『sola』 オープニングで、ヒロイン・茉莉が傘を持って歩いている

【路面電車】「長崎駅前」から：
蛍茶屋行き「公会堂前」下車、
徒歩8分
浜町アーケードより：蛍茶屋行
き「賑橋」下車、徒歩3分
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図-2 「長崎アニメマップ」スクリーンショット 

 

 

 

 

 

 

図-3 「長崎アニメマップ」注意が必要な情報を表示した例 

  

5. おわりと展望 

今回作成を試みた「長崎アニメマップ」は未完成の段

階であり，今後にさらに情報を加えていきたい．可能な

限り，長崎県内を舞台とした他のアニメ作品に関しても，

データのマッピングを行いたいと考えている． 

現在作成している「長崎アニメマップ」では，文字情

報のみであるため，マップ上で提供するのに適当なスタ

イルを確立する必要がある．「ご当地ナビ」のように，

文字情報ではなく，ストリートビューを使用したガイド

ができるアプリケーションもそのスタイルのひとつとし

てとらえている． 

アニメ・まんが作品を用いた聖地巡礼に，交通・観光
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に関する情報を加え，電子マップを作成することにより，

聖地巡礼が観光コンテンツのひとつとして，より確立で

きるように取り組みたい．長崎県など地方における地域

ITSの可能性のひとつとなりえるよう，聖地巡礼にメイ

ンにおいた電子マップの作成を続け，公開し，検討を行

っていきたい． 
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