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概要

本稿は秩父札所十七番実正山定林寺における絵馬調査・アンケート調査およびその周辺での聴き

取り調査を基に、アニメの舞台を探訪する人々の特徴を描き出すことを目的としている。アニメ『あの
日見た花の名前を僕達はまだ知らない』の舞台設定のモデルとなった秩父は、古くから観音三十四ヶ所
巡礼で知られた土地である。故に、秩父への訪問者の間には大きく 2種のフレームが存在すると言える。
そして土地あるいはその旅程に特別な意味を付与するマーカーは、主体の持つフレームに依拠して場所
を聖化する。こうした視点から、フレームの強化あるいは転調の場面を観察し、アニメ「聖地巡礼」の
現在を分析している。
キーワード アニメ、
「聖地巡礼」
，秩父、フレーム、UGC、Augmented Reality

1.

はじめに

じっしょうざんじょうりんじ

両者が強く混じり合う稀有な場所である。秩父という

本稿は、秩父札所十七番実正山定林寺（以下、
「定

狭いフィールドではあるが、旅行目的や属性に明確な

林寺」と呼称）における絵馬調査やアンケート調査、

差異を期待できるという意味で、文化人類学で言うコ

およびその周辺での聴き取り調査を基に、アニメの舞

ンタクトゾーン（接触領域）を形成していると言えよ

台を探訪する人々の特徴を描き出すことを目的として

う。本稿では、
定林寺における絵馬調査からアニメ「聖

いる。

地巡礼」に来た者の傾向をうかがうと共に、アンケー

調査地である定林寺は、2011年 4 月～ 6 月に放送さ

トや聴き取り調査からアニメ「聖地巡礼」を行う者と

れたアニメ『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らな

札所巡りを行う者の属性や旅程がどのように異なるの

い。
』
（以下、
『あの花』と呼称）に登場したことにより、

か、そして、そこではどのような交渉が行われている

放送開始から今日にいたるまで、多くのアニメファン

のか析出したい。

が訪れている。こうしたアニメの舞台を探訪する行為
はアニメ「聖地巡礼」と呼ばれ、特に'00年代後半か

1.1

秩父観音巡礼と定林寺

ら地域おこしの文脈でマス･メディアなどにも取り上

定林寺は、秩父鉄道秩父駅から 1kmほど北上した

げられており、いくつかの学術研究も積み重ねられて

閑静な住宅地に佇む、敷地にして約12m四方内に四間



いる 。
定林寺はそうしたアニメ「聖地巡礼」のスポットに
なっていると同時に、
札所巡りに訪れる人も多いため、
 新聞やTVでの報道はもちろん、近年最も影響が強かっ
たのはNHK総合『クローズアップ現代』
（2012年 3 月 7 日放
送）における「アニメを旅する若者たち“聖地巡礼”の舞台裏」
だろう。また、いち早くこのテーマに着手した北海道大学
観光額高等研究センターでは、観光学を初めとして心理学
や宗教学など諸分野からなる叢書が編まれている [1]。他、
『か
みちゅ！』や『朝霧の巫女』を扱った玉井建也[2]、
アニメ『true
tears』を扱った松山充宏[3]など、作品別に見ても幾つかの論
文が挙げられる。また、個別作品によらずとも、社会学で
はポピュラーカルチャーに関する業績でこのテーマについ
ての言及が端々に見られる。
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四面の堂宇を有する曹洞宗の寺院である。
秩父における観音巡礼の発祥は室町期と言われ、
そこから札所番号の変更が行われる江戸期まで、定
林寺は巡礼の発願寺である札所一番を号していた[4]。
16世紀に秩父札所の数が三十三ヶ所から三十四ヶ所に
増え、西国三十三ヶ所と板東三十三ヶ所の観音巡礼と
合わせて今日有名な百観音巡礼が形成されていくわけ
だが、特に江戸からの巡礼者に便が良いように札所番
号が振り直されることで、定林寺の札所番号は現在の
十七番になったとされている[5]。かつては地元の有力
者であった林家の菩提寺であったが、昭和初期に林家

13

が北海道へ移転したことから地元住民によって護持さ

リズム実行委員会」により、様々なイベントが催され

れ、今日では秩父市桜木町による世話人会に守られて

ている。同委員会は『あの花』放送前の2010年に設立

いる。

されたものであり、当初は『銀河鉄道999』の企画を
行っていた。
『あの花』放送に先駆けてアニメのポス

1.2 『あの花』の秩父における展開

ターとフラッグを作成･配布することで、地域住民の

先述のように、定林寺は秩父巡礼の札所としての地

『あの花』に対する認知を上げ、ファンが訪れやすい

位はあれども、比較的小さな無住の寺院である。それ

ようにしている。放送中には秩父鉄道と警察に働きか

がアニメ『あの花』の放送により活況を呈することに

け、線路の柵に登らないようにとの看板を作成･設置

なった。まずはアニメ放送前後から各種イベントが行

した 。

われていった流れを確認しておきたい。便宜上、西武

また、アニメ放送終了まもなく、順に 3 つのキャン

鉄道と秩父鉄道を主とする企業によるイベント、秩父

ペーンが打ち出されている[9]。2011年 7 月23日より、
「ア

市行政によるイベント、そしてファンが積極的に参画

ニメゆかりの地を巡る聖地巡礼マップ」として『めん

したイベントの 3 種に分けて概観する。

まのおねがいさがしinちちぶ舞台探訪』というパンフ

最初に確認しておかねばならないのは、
『あの花』

レットが、市内公共施設に加え西武鉄道各駅と秩父鉄

は秩父が舞台設定のモデルであることを積極的にPR

道主要駅にて配布された。このパンフレットには、秩



していたことであろう 。特に西武鉄道とのタイアッ

父市街地周辺および龍勢  の打ち上げ場所である秩父

プは早く、アニメ放送前の 4 月 5 日には「秩父を舞台

市吉田地区の地図が作中のカットと共に載せられてい

設定のモデルにしたオリジナル青春アニメーション」

る。後述するが、定林寺を『あの花』の「聖地巡礼」

と書かれたポスターが西武池袋線･西武新宿線の全て

目的で訪れた者が持っていたパンフレットの多くがこ

[6]

の駅に貼られている 。同様に、4 月中には車内電子

れであり、配布から10 ヶ月程度経ってもなお参照され

広告や中吊り広告で『あの花』の放送開始が知らされ、

ていたことがわかる。同委員会は、その後も旧暦の七

秩父との繋がりがクローズアップされている。また、

夕に合わせてアニメゆかりの七夕飾りを飾る「超平和

5 月にはラッピングトレインの運行が行われている。

バスターズの願いよ届け！」や、先のパンフレットを

秩父鉄道でも、5 月にはロケーションサービスとし

用いて舞台を巡る「
『あの花』聖地巡礼～めんまの願

て『あの花』とタイアップしたことが告知され、
以降、

いを叶えよう～」を実施している。2012年春の「芝桜

記念乗車券やオリジナルグッズの販売、
『あの花』ヘッ

まつり」でも『あの花』を推したガイドブックを作成[10]、

ドマークを掲出した記念トレインを運行している。そ

2012年夏にも七夕や市内散策の企画がなされている。

して2012年 3 月からは、3 年目となる
「秩父鉄道フリー

上述のように鉄道企業や市行政が主導するイベント

ハイキング」企画が『あの花』とコラボし、
「秩父札

も多いが、その他のイベントもまた多岐に渡る。その

所34 ヶ所巡礼――フリーハイキング×あの花 もうひ

中でも『あの花』関連イベントの特異性を周囲に植え

とつの聖地巡礼へ」が行われた。秩父札所三十四ヶ所

付けたのが、2011年 8 月20日に行われた「ゆきあつ祭

巡礼と共に『あの花』の「聖地巡礼」が楽しめるとの

り」である[11]。これは地元で250回を数えるナイトバ

触れ込みで地図を作成し、完歩者には『あの花』グッ

ザールに際して地元の若者が企画したもので、浅草か

[7]

ズを進呈している 。また、東武鉄道･秩父鉄道の合

ら招かれたサンバチームの後方から女装男性十数人が

同企画で「らき☆すた×あの花記念乗車券」の販売と

練り歩くというもの。
『あの花』の主要人物である「ゆ

ともに、両線でアニメのヘッドマークを掲出した電車

きあつ」は亡くなったヒロインが忘れられず、ヒロイ

[8]

を運行している 。
市行政においても、秩父市観光課「秩父アニメツー
 アニメ「聖地巡礼」は、その代表とされる『らき☆すた』
を始め、多くはインターネット上でUGC的に広まっていく。
その際、モデルとなった地域が明かされていないことが多
い。なお、
『あの花』は「秩父が舞台」なのではなく、「秩
父が舞台設定のモデル」であるというのが公式見解である。

14

ンがよく着ていた白いワンピースで女装する。それを
摸した企画であり、きっかけは『あの花』の声優が出


作中、ヒロインが線路の柵状を歩いている場面がある。

 黒色火薬による打ち上げ花火。打ち上げは日中に行われ、
製造する流派により打ち上げ筒や落下傘に様々な意匠が施
される。秩父以外にも静岡県や滋賀県などに龍勢保存会が
存する。
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演しているWebラジオである。また、地元有志によっ

る。絵馬には定林寺銘が入っているが、定林寺で作製

て2011年 9 月から『あの花』の主要舞台である「秘密

したものではない。世話人会によれば、絵馬は神社の

基地」が再現され、現在に至るまで様々なイベントを

習俗であって、ここは寺だからもともと絵馬を扱って

行いながら一般公開されている。

はいなかったということである。有限会社ちちぶ工

むく

2011年10月 9 日に行われた椋神社の例大祭「龍勢ま
つり」では、奉納者名義「超平和バスターズ」
、龍名

房がアニメの版元に働きかけて作成、定林寺に販売を
委託している。

「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。
」の龍

2012年 3 月20日 時 点 で の 総 売 上 げ 枚 数 は お よ そ

勢が流派「翼天飛流」によって打ち上げられている。

3,200枚だが、絵馬掛け所に掛けられている絵馬の総

『あの花』作中では登場人物らが龍勢を打ち上げよう

数は268枚（販売数の約 8 %）であった。通例、絵馬

と奔走する姿が丹念に描かれているため、同流派が龍

は受け取った寺社に奉納することを考えると、異例の

勢の知名度を上げる絶好の機会として企画したもので

少なさと言えよう。世話人からは以下のような発言が

よくてんひりゅう

[12]

ある 。秩父鉄道から『あの花』の「龍勢まつり記念

得られた。

乗車券」の発売、ヒロイン役の声優が招かれて打ち上
げ前の口上を述べるなど『あの花』ファンに訴求した

ほとんどの人は「記念に」って言って持って帰っ

内容であり、過去最高の11万1,300人の見物客で賑わっ

ちゃう。友達へのお土産とかでたくさん買ってい

[13]

た 。
「あの花」の龍勢の打ち上げ順は15番目、13時

く人もいるね。俺が店番してた時では、9 枚買っ

点火予定であり打ち上げ後には『あの花』ファンが会

てった人もいるよ。
（2012年 3 月20日聴き取り）

場を離れていった様子が散見されたため、同日の龍勢
打ち上げ後には秩父市街地が『あの花』の舞台を巡る

また、
購入者本人が『あの花』のことを知らなくとも、

ファンで賑わったという（2012年 3 月20日地元住民へ

子供とか孫に頼まれて買っていくご年配の方も少なく

の聴き取り）
。なお、
道の駅「龍勢会館」では『あの花』

ないという。

デザインの記念切符を販売しており、売上枚数は全国
620 ヶ所の道の駅中トップである[14]。

2.1

また、年越しにかけては定林寺にて「あの夜聞いた
除夜の鐘を僕達はもう忘れない。
」というイベントが行
われた。企画は定林寺ではなく一般から持ちかけられ
たものであり、除夜の鐘の着き手をインターネットで
募集し、記念の木札を配布するものである。集まった
正確な人数は分からないが、例年の 3 倍を優に超える
人の入りで、500枚用意した木札は全て配布されたとの

奉納期日
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枚

上旬

中旬

下旬
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10月

ことである（2012年 3 月20日、世話人への聴き取り）
。
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奉納期日(N=107)

秩父で行われた版権元主催イベントは2011年 9 月

奉納日が書き込まれた絵馬は107枚（約40％）であ

25日に秩父ミューズパークで行われた「ANOHANA

る。初詣期間に次いで龍勢まつりの期間に奉納者が多

FES.」のみであるが、全国から約5,000人のファンが集

かった。

[15]

まり秩父市長もコメントを寄せている 。
2012年 8 月末にPSPにてゲーム化されることもあ
り、放送開始から 1 年以上、勢いが衰えることなく様々

2.2

祈願内容

268枚の絵馬を祈願別･キャラクタ別に集計･分類し

な母体がイベントを主催していることがわかる。

た。先述したとおり、定林寺では背面にキャラクタの

2.

 たしかに絵馬習俗は神社を中心に見られるが、絵馬が奉
納されている寺院は珍しくない。ここ秩父の三十四ヶ所寺
院においても1/4程度の寺院は絵馬が奉納されている。また、
結願後に詣るとされている長野県善光寺においても絵馬奉
納がなされている[16]。

絵馬調査
2011年 9 月より定林寺の納経所にて、
「あの花」の

キャラクタが裏面に描かれている絵馬が販売されてい
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絵が描かれた絵馬が販売されており、購入時に好きな

たとえば、このつることか、秀才の設定だから

絵柄を選べる――本間芽衣子（めんま）･安城鳴子（あ

さ。学業祈願とかにはつるこにあやかってって人

なる）･鶴見知利子（つるこ）の 3 種（以下、
括弧内の

はいるね。あとは、めんまにもう一度会いたいと

名称で呼称）
。キャラクタ別奉納数は、
順にめんま
（170

か、あなると付き合いたいとか。そういうのいっ

枚）
、あなる（52枚）
、つるこ（45枚）で、それに加え

ぱいあるでしょ、そこ（絵馬かけ所を指して）。

て定林寺で扱っていない絵馬が 1 枚奉納されていた。

キャラにお願いしてるんですよ。
〈中略〉他にも

キャラクタ別集計を試みた理由は、世話人会による

ね、
「仲良くいられますように」とか、
「世界が平

以下の発言を確認するためである。

和でありますように」とかね。他の神社じゃなか
なかないでしょ。
〈中略〉神様じゃなくてアニメ

Table.1

キャラに願ってるんだから。他の神社にあるもの

定林寺に奉納されている絵馬の祈願内容と
キャラクタとのクロス集計表(N=256)

とは、やっぱり違う。
（2011年10月10日聴き取り、
強調筆者）

キャラクタ
度数と残差

めんま あなる つるこ

合計 ( 割合 )

祈願内容
度数

5

1

4

残差

-1.01

-0.67

1.99*

度数

7

1

4

-0.50

-0.89

1.56

2

2

2

-1.64

0.98

1.09

2

0

1

0.06

-0.82

0.77

75

21

14

0.81

0.32

-1.35

15

1

3

1.30

-1.49

-0.12

32

5

9

0.68

-1.36

0.54

7

0

1

1.34

-1.34

-0.33

0

1

0

-1.37

2.13*

-0.45

15

5

3

0.01

0.47

-0.50

2

0

1

0.06

-0.82

0.77

86

32

22

-1.14

1.83

-0.43

69

64

ない絵馬11枚と、背面にキャラクタが描かれていない
12(5％ )

学業成就
調整済み残差
度数

対象とした絵馬268枚のうち、祈願内容を分類でき

10(4％ )

合格祈願

6(2％ )

絵馬 1 枚を除く256枚のクロス集計表をTable.1 に示
す。なお複数の分類基準に渡る絵馬が多数あるため、
分類絵馬総数と合計枚数は一致しない。
残差が 5 ％水準で有意な項目は、
「合格祈願×つる

技能上達
調整済み残差
度数

3(1％ )

子供に関する祈願
調整済み残差
度数

110(43％ )

心願成就
調整済み残差
度数

19(7％ )

身体健全
調整済み残差
度数

度数

度数

度数

度数

度数

合

計

248
[17]

鶴子さんパワーで合格！！」とい

うキャラクタを名指した祈願などが見受けられる。こ
断できる。
反映してか「超平和」ないし「なかよし／なかよく」
「超平和バスターズはずっとなかよし」が 8 枚、「超平
また、その語句が書かれていなくとも、同行者との仲
や「あの花」で出来た縁がこれからも良好であるよう

140(55％ )

オタク関係
調整済み残差

こ」も比較的高水準であり、
該当する絵馬を見ると「第

和」が33枚、
「なかよし／なかよく」が22枚であった。
3(1％ )

外国人祈願
調整済み残差

多くはないが、類似した祈願である「学業祈願×つる

という語句が目に付く。全268枚から枚数を数えると、
23(9％ )

職に関する祈願
調整済み残差

である。
「合格祈願×つるこ」の組み合わせも数量が

絵馬に書かれている内容を見ると、作品のテーマを
1(0％ )

交通安全
調整済み残差

祈願数自体が 1 しかないため、偏りが生じるのは当然

うしたことから、世話人会の発言が当を得たものと判
8(3％ )

家内安全
調整済み残差

あった。
「交通安全×あなる」については、そもそも

15回医師国家試験
46(18％ )

恋愛に関する祈願
調整済み残差

こ」と「交通安全×あなる」の組み合わせの 2 項目で

*p < 0.05。分類基準は先行研究 に依拠する。

381

に祈願するものが多々見受けられた。

3

アンケート調査
定林寺は札所巡りをする者とアニメ「聖地巡礼」を

する者が交錯する場所である。そこで、鷲ペディア研
究チームがアニメ『らき☆すた』の舞台になった埼玉
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県鷲宮神社前の大酉茶屋にて行ったアンケート調査

Table.3

[18]

（以下、「鷲宮調査」と呼称）を参考にしつつ 、ア
ンケート調査票を作成した。調査票は本論末尾に付
す。
3.1

問 8「あの花」と答えた人が行ったことのあ
るアニメの舞台（自由記述）

『らき☆すた』(12)･『花咲くいろは』(4)･『けいおん!(!!)』
(4)･『秒速5センチメートル』(3)･『Steins; Gate』(3)･『涼
宮ハルヒの憂鬱』(3)･『サマーウォーズ』(3)･『ひぐらし

調査目的と方法

主な目的は、来訪者の属性（居住地･年齢層･同行人

のなく頃に』(3)･『たまゆら』(2)･『おねがいティーチャー』
(2)･『かみちゅ』(2)･『デュラララ』･『true tears』･『か

数）および行動（交通手段･旅行ルート）
、来訪目的を

んなぎ』･『神様ドォル』･『ヨスガノソラ』･『イニシャ

把握することにある。特に、来訪目的を「札所巡り」

ルD』･『日常』･『涼夏』･『君のいる町』･『朝霧の巫女』

と「
『あの花』舞台探訪」に分けた場合、定林寺以外

･『侵略！ (!?)イカ娘』･『あの夏で待ってる』･『アマガ

に各々の旅行ルートが重なるのかに着目した。

ミ』･『時をかける少女』･『Working』･『ARIA』

調 査 期 間 は 3 月11日･20日、4 月 1 日･ 8 日･21日 の
計 5 日であり、回収数は103枚。調査日は全て土･日･
祝日であり、納経所に世話人が詰めている 9 時30分か
ら18時の間に行った、
3.2

回答者数は31名、
27作品、
延べ回答数57であった。
『あ
の花』目的の訪問者中約46％が、他作品舞台への訪問
経験を有していた。
作品舞台は北海道から沖縄、果てはヴェネチアまで
と、幅広く分布しているが、同じ埼玉県内であり知名

調査結果

以下、アンケート調査の集計結果を確認しながら考

度も高い『らき☆すた』を回答した者が多い。

察を加えていきたい。
目的のため、調査票とは違う順で結果を示す。
問 8 来訪目的(複数回答可)

札所巡り

『あの花』舞台探訪

その他

計

35

67

8

110

･「芝桜見物」がそれぞれ1回答、
「散歩･散策」が 5 回
答あった。複数回答は、
「札所巡り」と「
『あの花』
」
の 2 つを答えたものが4名、
「札所巡り」と「その他」

その他地域

「その他」回答は、
「いちご狩り」･「ツーリング」

秩父市内を除く関東

Table.2

Table.4

6
(1 ･ 2)

82
(31 ･ 54)

12
(3 ･ 9)

が 1 つ、
「
『あの花』
」と「その他」が 2 名。そのため、
回収数103に対して来訪目的の合計が110になってい
る。
調査を土･日･祝に行ったためか、
『あの花』を目的
とした回答者の方が多い。以下の集計値について、括
弧内の数字は来訪目的別の値（
「秩父札所巡り」･「
『あ

的に複数回答者がいるため、また上記二者以外の目的
の回答者がいるため、単純集計値と目的別合算値は一
致しない。以降、この比率を考慮に入れた上で考察を
行っていく。
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茨城

2(2 ･ 1)

千葉

5(1 ･ 5)

群馬

7(4 ･ 3)

東京

29
(8 ･ 21)

埼玉

32
(13 ･ 20)

神奈川

6(2 ･ 4)

栃木

1(1 ･ 0)

福島

2(1 ･ 1)

大阪

2(0 ･ 2)

静岡

2(1 ･ 1)

兵庫

1(1 ･ 0)

愛知

1(0 ･ 1)

沖縄

1(0 ･ 1)

新潟

1(0 ･ 1)

岐阜

1(0 ･ 1)

香港

1(0 ･ 1)

総じて関東地方が多いが、遠方からの訪問者の方が
より『あの花』を目的としている傾向が仄見える。ま
た、遠方層ほど『あの花』以外のアニメ舞台へ行った
ことがあると答える傾向が強かった。

の花』舞台探訪」
）を示している（以下、
それぞれ「
「札
所」目的」
、
「
『あの花』目的」と呼称）
。なお、来訪目

問10-1回答者の居住地

秩父
市内

なお、来訪目的による属性の変化を確かめるという

Table.5

問10-2 回答者の性別

男

女

計

79(22 ･ 57)

24(13 ･ 10)

103(35 ･ 67)

「鷲宮調査」では男女比およそ 9 : 1 で男性が多かっ
たが、本調査では男女比が 3 : 1 程度になっている。
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この理由は、札所巡りを行う層に比較的女性が多い

平均35人だったが、2011年 5 月～ 9 月の月平均は185

ことに加え、『あの花』が『らき☆すた』に比べて女

人と 5 倍以上に跳ね上がっている[19]。また、同館では

性ファンも誘引する作品であろうことから推察でき

2011年 6 月から利用者に目的を尋ねており、
「観光」･

る。

「札所参拝」･「ビジネス」･「あの花」･「その他」の
内、6 ～ 7 割が『あの花』を目的とした利用者だとい
Table.6

う（2012年 4 月 1 日、観光情報館での聴き取り）。

問10-3 回答者の年齢層

10 代

20 代

30 代

40 代

2(0･2)

49(4･45)

12(3･10)

11(5･5)

50 代

60 代

70 歳以上

計

6 時間以内

6 時間以上～日帰り

1泊2日

13(9･3)

11(10･2)

5(4･0)

103(35･67)

5(2･2)

71(22･50)

17(6･12)

『あの花』目的の20代が群を抜いて多い。以降、年
齢層が上がるにつれて「札所」目的が多くなり、40代

Table.9

問 3 秩父に滞在する（した）期間

2泊3日

3 泊以上

秩父市民

計

5(4･2)

0

5(1･1)

103(35･67)

で逆転している。周辺住民への聴き取りでは「若い人

日帰りが多くを占めるが、遠方層では秩父で 1 泊以

をよく見るようになった」と口を揃えて語られたが、

上している者が多い。
「 1 泊 2 日」までは来訪目的別

それを数字で確認できる結果と言えよう。なお、
「鷲

で特に偏りはないように思えるが、全行程で100km強

宮調査」では20代をピークにし、続いて30代･10代の

ある秩父の札所巡りを一旅程でこなすために適した「2

順にそれぞれ全体の20%強で分布、40代～ 60代の合

泊 3 日」の巡礼者がみられた。

計が全体の約10%である。本調査で若年層から老年層
まで幅広く回答されたのとは対照的である。

Table.10

問 4 市内を巡るにあたり参考にした書籍･
パンフレット･Webサイトなど
（複数回答可）

Table.7

問 1 自宅から秩父市までの主な交通手段

書籍

パンフレット

Web サイト

12(11･1)

35(8･28)

49(12･39)

自家用車

電車

バス

タクシー

56(21･37)

39(12･27)

0

1(0･1)

自転車

秩父市民

徒歩

計

秩父札所の解説書などを携行していた。逆に『あの

2(1･1)

5(1･1)

0

103(35･67)

花』目的の者はパンフレットやWebサイトを頼りに

Table.8

問 2 秩父市内での主な交通手段

自家用車

電車

バス

タクシー

40(17･25)

1(0･1)

3(0･2)

1(0･1)

自転車

徒歩

計

16(4･11)

42(14･27)

103(35･67)

「自宅から秩父市まで」ほぼ自家用車もしくは電車
を利用している。市内では自家用車と徒歩が大勢を占
めるが、
自転車利用も見られることが特徴と言えよう。
定林寺は東京からの玄関口である西武鉄道西武秩父駅
から約 2km離れている。また、十七番～旧秩父橋も
約 2km離れているため、秩父市まで電車で来た者が
「西武秩父駅～ 17番～旧秩父橋」というルートを辿る
と、往復で約 5kmかかる。徒歩で巡るにはいささか
辛い距離と言えよう。

書籍を用いる者のほとんどが「札所」目的であり、

している傾向がうかがえる。主に参考にしているパン
フレットは『めんまのおねがいさがしinちちぶ舞台探
訪』
、Webサイトは「舞台探訪まとめWiki」であり、
同サイトから印刷した『
「あの花」＆「秩父」聖地巡
礼まとめマップ』[20]と先のパンフレットが人気を二分
していた。秩父市観光課による公式パンフレットと
ファン有志によるマップが同程度に活用されているこ
とからも、アニメ「聖地巡礼」がUGCの枠組みに親
和性が高い営みであることが理解できるだろう。
Table.11

問 5 定林寺のことを知ったきっかけ

札所巡り

アニメ (「あの花」)

DK/NA

30(27･5)

63(3･61)

10(6･2)

ほぼ来訪目的に沿った数字である。しかし、少なか

西武秩父駅前の秩父観光情報館では2010年 8 月末か

らずアニメ放送前から定林寺を知っていたが今回の来

らレンタサイクルを行っており、2010年の利用者は月

訪は『あの花』を目的とした層と、アニメをきっかけ
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にして知ったものの札所巡りをしている層が存在して

たいなお兄ちゃんを見かけるようになったね。そ

いることも留意したい。

ういう人が、こっちがカメラとか撮ろうとすると

なお、調査中に「札所」･『あの花』のどちらを目

「撮りますよ」なんて思いがけないコミュニケー

的としている層からも「
「定林寺」ってここのことで

ションが生まれたりして、面白いですよ。（2012

すか？」という問いが頻繁に発せられた。札所巡りを

年 3月20日インタビュー、強調筆者）

している者の多くは定林寺を何番目の札所かでのみ捉
えているために、
「定林寺のことを知った」という意

来訪回数の多かった二者へのインタビューは示唆

識が薄い。また、
『あの花』をきっかけとした者の中

的であった。前者はアニメから札所巡りへ展開した

には、参拝の作法はもとより、定林寺が寺か神社かの

ケース、後者は幾度も札所を巡っている方が、アニメ

区別も付いていない訪問者も散見された。定林寺につ

DVDを視聴してから改めて巡るというケースである。

いて、
『
「あの花」公式ビジュアルブック』では、
「ま

今回は「札所」と「
『あの花』
」とで目的別集計をして

ずあれが寺院というのが衝撃的で。最初はてっきり神

いるが、こうした二分法を越境する相互乗り入れが確

社だと思っていたんです」というアニメ監督のコメン

認された。

トと、
「初めて訪れた人は、ここを神社と言われても
[21]

疑わない」という解説が施されている 。
Table.12

問 6 定林寺への来訪回数（今回を含めて）

Table.13

問 7-1 同行者の属性

ひとり

友人

家族

計

31(15･14)

54(8･47)

18(12･6)

103(35･67)

「札所」目的では「ひとり」と「家族」
、
『あの花』

初めて

2 回目

3 回目

4 回目

目的では「友人」の回答が目立つ。なお、全体で見

68(19･49)

10(3･8)

8(5･3)

5(3･3)

ると「鷲宮調査」との大きな相違はなかった。

5 回以上

秩父市民

計

7(4･3)

5(1･1)

103(35･67)

Table.14

問 7-2 同行人数

1人

2人

3人

は54回、それに次いで20回目を数える訪問者がいた。

31(15･14)

42(15･27)

21(2･20)

54回目の訪問者は埼玉県旧鷲宮町在住の40代男性。昨

4人

5 人以上

計

年のアニメ放送開始から、多い時は週に4回以上通っ

6(2･4)

3(1･2)

103(35･67)

秩父市在住の者を除き、最も訪問回数が多かったの

ているという。3 月から始まったフリーハイキングに
参加中であり、
『あの花』をきっかけにして札所巡り
にも参与し始めた好例と言えよう。
訪問数20回の方は60代男性で、幾度も札所巡りをし
ている方である。
「
『あの花』はご覧になってたんです
か？」と尋ねると、以下の回答が得られた。
もちろんですよ。さすがに生では見てないです
けど、DVDでね。まだ台詞を全部覚えるまでは
いってませんが。だからね、やっぱりここ（OP
カットなどで用いられたベンチ）に座らないと。
〈中略〉これまでも毎年来ててね、今年で 7 回目
ぐらいになるけれども、このパンフレット（先述
の秩父鉄道によるもの）が出たからそれにそって
来てみようってね。去年から、これまでいなかっ
たような、人種って言っちゃいけないけど、まず
普段なら話しかけないような金髪で革ジャンみ
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「2 人」で回答数に目的別の偏りがなくなっている。
「2 人」を境にして、
「札所」目的ならば「1 人」で来
訪する傾向が強く、
『あの花』目的はより大人数で来
訪していた。
Table.15

問 9 定林寺周辺での旅行ルート
（複数回答可）

十一番
常楽寺

12
(12･1)

ほっとすぽっ
と秩父館

17
(1･16)

十二番
野坂寺

16
(16･2)

道の駅
ちちぶ

16
(5･13)

十三番
慈眼寺

24
(22･4)

けやき公園

15
(4･14)

十四番
今宮坊

23
(23･1)

聖地公園

5
(1･5)

 「恋人」、
「後輩」、
「同僚」は「友人」に、
「親戚」は「家族」
に含める。
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十三番･十九番は西武秩父駅～秩父神社～定林寺～旧

十五番
少林寺

25
(24･2)

羊山公園

40
(4･37)

十六番
西光寺

24
(24･1)

道の駅
ちちぶ

16
(5･13)

十八番
神門寺

28
(28･2)

けやき公園

15
(4･14)

十九番
龍石寺

24
(24･3)

聖地公園

5
(1･5)

二十番
岩之上堂

24
(22･5)

羊山公園

40
(4･37)

秩父観光
情報館

5
(0･5)

旧秩父橋

60
(5･59)

4

ちちぶ
銘仙館

4
(1･4)

秩父神社

39
(5･34)

結果を一覧にて確認したい。

秩父ふる
さと館

9
(0･9)

道の駅
龍勢会館

7
(1･7)

秩父まつ
り会館

9
(1･8)

計

426
(223･232)

【その他】一番(2)、二番(2)、三番(3)、四番(3)、五番(3)、
六番(2)、七番(2)、八番(2)、九番(3)、十番(3)、二十一番
(7)、二十二番(5)、二十三番(4)、二十四番(4)、二十五番(2)、
二十六番(2)、二十七番、二十八番、二十九番、三十番、
ちちぶブランド館(3)、鶴見歯科、中学校。

最もはっきりと差異が生じたのが、旧秩父橋であっ
た。ここは『あの花』のメインビジュアルに用いられ
ている場所であり、
「
『あの花』舞台探訪」を目的とす
る者はほぼ必ず訪れている事がうかがえる。札所巡り

秩父橋の行程で立ち寄れる場所にある。三十番は宿泊
先の目の前であったために立ち寄ったとのこと。
対して、二十番は旧秩父橋の掛かる荒川を渡り、坂
を登らねばならない上に多くの訪問者が依拠している
パンフレットやWebサイトでは紹介されていない。
こうした訪問者の動態を把握するため、
「アニメを目
的とした人がこちらに立ちよるか」について、周辺
札所の納経所にて10分～ 2 時間程度の聴き取りを行っ
た。

周辺札所への聴き取り
まずは、十七番の周辺に位置する札所への聴き取り

Table.16

（2012年 2 月22日～ 4月 1 日）
十一番

こちらにも来ますよ。〈中略〉「超平和バス
ターズ」とか書かれているシャツを着てい
たりするから、よく分かります。〈中略〉羊
山公園の場所などを聞かれますね。

十二番

来ませんね。

こちらにも来るようになりました。ちょっ
と寄って、橋とか十七番の方に行きますね。
十三番
〈中略〉道とかも聞かれます。でも納経など
はしないですね。
十四番

園も同様で、こちらは滑り台やブランコのある児童公

来ません。

十六番

みえますよ。ついでって言うかね。じゃあ
まわろうかっていう、きっかけにはなるみ
たい。
〈中略〉どうしても高年齢の人が多いっ
て言うのが、条件みたいなもんだったじゃ
ないですか。若い方も少しはこういうのに
興味を持ってね。
「こんなのがあったんだ」っ
て形になってくれれば。

十八番

こちらには来ず、秩父橋の方へ行ってしま
う。

十九番

十七番と秩父橋、それと中学の通りという
ことで通りがかる人はいるが、参拝に立ち
寄る人はほとんどいない。

園であるために一般的な観光スポットとは言えない。
聖地公園にいたっては墓地である。羊山公園は観光ス
ポットであるが、芝桜のシーズンから外れているため
に『あの花』目的以外の人が少なかったと思われる。
大まかに言えば、札所とそれ以外の場所で訪問者の
目的が別れる。
「札所」目的の者は札所以外の場所に

（堂と納経所が別の敷地にあるため）納経に
来られないと、わからないっていうのもあ
るが、あまり来てないと思う。

十五番

をしている者は旧秩父橋へ行かないか、さもなくば旅
行ルートとして捉えていないと推察される。けやき公

札所聴き取り一覧

寄らず、
『あの花』目的の者は十七番以外の札所に寄
らない傾向が見受けられる。ただし、少数ではあるが
『あの花』目的の訪問者が寺院に立ち寄っていること
も確かである。
『あの花』のみを目的とした訪問者が
訪れている寺院は十三番･十九番･二十番･三十番で、
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 各札所への聴き取りについては、正式にアポイントを
取っての調査ではなく納経所に詰めていた方への聴き取り
である。そのため、札所の公式見解ではないことに留意さ
れたい。
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二十番

秩父橋来たときにね、20番がここにあるか
ら寄ってみようとか。〈中略〉秘密基地がど
うのこうのって言いますね。

秩父橋には皆さん良くいらっしゃいますが、
この辺りは通りがかるぐらい。〈中略〉ただ
二十一番 し、若い人から「秘密基地がね。この辺か
しら、もっと山の方かしらね」っていう話
を聞きますね。
二十二番

公園橋辺りまでは来るのかな？ こっちま
では、ちょっと見受けらんないけど。

同様の事柄を二十三番～二十七番札所でもうかがっ
たが、
『あの花』のことは知っていたものの、アニメ
放送開始前後で特に来訪者に変化は見受けられないと
いうことであった。
アンケート調査も含めてまとめると、
『あの花』目
的の来訪者は、パンフレットやWebサイトの情報を
頼りに
『あの花』
関係のスポットを巡っている。
ただし、
受動的な観光――パンフレットの情報を確かめるよう
な観光をしている者ばかりではない。作中の「秘密基
地」に代表される、未だ特定情報が出ていない場所を
探し求めて散策する者が少なからず確認された。そ
うした過程で、時として寺院を訪れ、地域住民や札所
を巡っている巡礼者とのコミュニケーションが行われ

すた』の舞台を訪れる者がアニメの舞台としてのみで
はなく、徐々にその町自体のファンになっていく過程
が描かれたものがある[23]。しかし、
『らき☆すた』の
舞台以上に、秩父には古くから「札所巡礼」という支
配的な物語がある。また、
『らき☆すた』の舞台とし
て人を集めている鷲宮神社へは最寄り駅から片道約
500mほど歩けば済むが、秩父市に広く点在する『あ
の花』の舞台を巡るには、それだけ異なった物語に長
くさらされなければならないことが指摘できよう。
人は各々の意図を持ってフレームを操作しつつ、物
語を旅している。しかし、E. ゴッフマンによれば、
フレームは個人が独自に作り出すものではなく社会的
なものであり、また複数のフレームがせめぎ合う場で
は傷つきやすい[24]。以降、アニメ「聖地巡礼」を行う
営為を、フレームの交渉という観点から考察したい。
5.1 アニメ「聖地巡礼」というフレーム
『あの花』の舞台を巡る者の場所解釈のフレームは、
どのように構築され、そして維持ないし強化されるの
だろうか。
フレームの構築は当然、――Table.11で定林寺を知
るきっかけを確認したように――アニメの視聴を機

ている。

にして行われることがほとんどであろう。そして、

5

ていることから、
「秩父=『あの花』の「聖地」」とい

Table.10において数多くの者がWebサイトを参考にし

物語を旅する「巡礼者」
幾度か強調している通り、秩父は『あの花』の舞台

を巡る土地である以上に、古くから観音巡礼として親
しまれた土地である。換言すれば、 2 つの物語が交錯
し、それぞれの物語に依拠した場所解釈のフレームが
存在すると言えよう。観光学者のブルーナーが指摘す
るように、
「経験はナラティヴによって秩序づけられ
[22]

なければ、それ自体不完全な存在である」 。本稿に
則して言えば、
「秩父札所を巡ること」と「
『あの花』
の舞台を巡ること」の両者は、等しく「秩父を巡る」
経験であるものの、その経験を秩序立てるナラティヴ
（物語）が異なっており、
結果として場所解釈のフレー
ムも異なる。
場所解釈の変容についての先行研究には、
『らき☆
 「管見の限りでは、2012年7月末の時点で、どこのWebサ
イトも
「秘密基地」
の場所は掲載していない。
「おそらくここ」
という写真は掲載していても、秘密基地の性質を考慮して
場所は公開していない。
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う解釈図式が生成される流れが確認できる。
ただし、ここでより重要なのは、秩父市内のどこが
より強く人を惹きつけたのかである。マキャーネルの
論に従えば、観光における「見所sight」はアプリオ
リに設定されたものではなく、
「マーカー marker」に
よって見るに値するものとして「聖化sacralization」
された場所である[25]。繰り返し視聴されるという単純
接触効果10からアニメ「聖地巡礼」におけるOPカット
の重要性が指摘されているが[26]、Table.15からもOPが
有するマーカーとしての力が確認できる。
その顕著な例は羊山公園への訪問者の多さである。
アンケートでは旧秩父橋に次ぐ訪問者数であった羊山
公園は、芝桜を目玉にした観光スポットであり、関東
 観光ガイドや観光者の土産話あるいは論文など、見所に
かんする情報を指す概念。
10 社会心理学において、対象に接触する回数が多いほど、
対象への好感度が増すとされる効果のこと。
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近郊からの観光客も多い。2012年 4 月 6 日から 5 月 6

に声を掛けた際にはそれ相応のやりとりがなされてい

日にかけて秩父市芝桜まつり実行委員会が芝桜まつり

る。世話人は「絵馬はめんまとあなるとつるこがある

を開催しているが、例年よりも開花が10日ほど遅れて

けど、
どれにする？」といったような具合に、
『あの花』

いたために開花時期とアンケート回収日はほとんど重

に対する理解を示した対応がなされるのである。『あ

なることがなかった。しかし、同委員会から発行され

の花』の物品を扱っている以上は当然と思われるかも

たパンフレットには『あの花』の舞台設定のモデルで

知れないが、実際に老年層の方にキャラクタ名を使用

あることがOPカットと共に喧伝されていることから、

しながら対応されると、少なからぬ衝撃を受ける。世

『あの花』目的の者を誘引したのは芝桜ではなくOP

話人の方々はアニメも全話チェックしており、作品に

カットだと推察できる。同様のことは、駅から羊山公

対しても好意的な評価をしている。秩父における札所

園への道程に位置する札所十一番にアニメ
「聖地巡礼」

寺院という支配的なフレームが存する場所において、

を目的とした者がよく立ち寄るという聴き取り調査か

そのフレームの護持者とも言うべき年配の世話人がア

らも言えるだろう。十一番札所では、そこを通りがか

ニメに理解を示しているというのは、ことさらに「こ

り羊山公園の場所を聞かれた時期は夏頃であり、やは

こが『あの花』の舞台である」というフレームが強化

り芝桜の開花時期とは大きく離れていたからである。

される場面と言い得るだろう。橋本は、観光に「自己

OPに描かれ、本編中でも度々登場する定林寺にお

覚醒」のようなものを求めるのは的外れであるとの留

いては、
『あの花』の物語を旅しているというフレー

保を付けながら、
それでも
「本来の生」
を再発見する「実

ムを強化する場面が多々見受けられる。地図――パン

存的アプローチ」と呼ぶべき経験が「真摯な」人間関

フレットやWebサイトの記事を印刷したもの――を

係の中で育まれることを見出している[28]。定林寺にお

携えながら定林寺に到着した者がまず目にするのは、

ける世話人会の対応は、まさにこの「真摯さ」を体現

本堂正面にあるベンチと『あの花』絵馬のポスターで

していると言えよう。たとえば、世話人会は絵馬の委

ある。次いで、目的を同じくする者たちが思い思いに

託販売をするだけで、札所寺院本来のあり方は信仰の

掛けた絵馬に触れ、ここが『あの花』の「聖地」であ

保持の他にないという対応も、可能性としては十分に

るという解釈フレームを強めている。

あり得る。札所寺院が元来持っているフレームを強権

ここで改めて絵馬に注目したい。前述の通り、定林

的に叩き付けることも可能なのである。しかし現状に

寺の絵馬は 9 割以上が購入者によって持ち帰られてい

そのようなことはなく、むしろアニメの舞台になった

る。そして、奉納されている絵馬の祈願内容を見ても

近隣箇所の紹介や、他のアニメ「聖地巡礼」を行って

一般的な奉納絵馬が持ちうるような神仏への祈願は薄

いる者の動向を教示することが多い。その上で、状況

いと言える。つまり、定林寺における絵馬は土産物な

によって寺院における参拝作法や札所の来歴などを話

いしは記念品といった性質が強いと考えられる。橋本

す様子が観察された。

和也は、N. グレーバーンやB. ゴードンを引きながら
土産物や記念品の「リマインダー（思い出喚起物）
」
[27]

5.2

VR/ARとしてのアニメ「聖地巡礼」

としての性質を紹介しているが 、この絵馬において

評論家の宇野常寛は、'00年代以降の日本社会にお

もそれは言えるだろう。定林寺の銘と共にキャラクタ

ける虚構の求められ方は「仮想現実(VR)から拡張現実

の描かれた絵馬は、その場でのフレーム強化はもちろ

(AR)へ」移行しているというテーゼを掲げ、以下のよ

ん、自宅に帰った後も秩父と『あの花』とを結び付け

うにアニメ「聖地巡礼」に言及している。

る紐帯となりうる。
また、絵馬を購入する際には本堂裏手の納経所にて

もうひとつの世界に接続するのではなく、この世

世話人とのやりとりがなされるが、町内で組織してい

界を読み替えること――たとえば前節で紹介し

る世話人会は60代以上を中心に15人、うち 8 人で納経

た「聖地巡礼」現象はその端的な例として挙げら

を担当している。アニメ「聖地巡礼」においてフレー

れるだろう。キャラクターが現実の風景に入り込

ムが壊される場面としては、当該フレームを解さない

むことで、何でもない駅前や神社や住宅地が「聖

他者による無理解が考えられるのだが、若者が納経所

地」と化していく[29]。
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たしかに情報技術の趨勢としてARが注目を集めて

たらしたものと言えよう。ただし、
アニメ「聖地巡礼」

いるのが昨今の状況であろう。デジタル･ゲームの分

においてVR/AR区分に拘泥することは、ともすると

野に限ってもNintendo3DSやPS VitaではハードにAR

言葉遊びの領域を出ない議論に堕する可能性がある。

の利用を見越した機能が盛り込まれているし、本稿に

ここで確認すべきはむしろ、このマーカーの生成過

親和性の高い事例としては2010年 7 月10日から 8 月31

程である。アニメ「聖地巡礼」におけるUGCは、探

11

日に開催された「熱海ラブプラス現象（まつり）
」が

訪者によるWebサイトでの宣伝や記念品としての絵

挙げられる。ただし、本稿でマクロな日本社会論を論

馬、そして各見所に置かれたコミュニケーションノー

じるのは荷が勝ちすぎる。また、アニメ「聖地巡礼」

トが取り沙汰される傾向が強い。しかし、この「ゴミ

を彼岸（アニメの世界）を旅するVR的行為と捉えよ

箱の空き缶」というミクロなマーカーに着目すると、

うが、此岸（現実世界）にキャラクタを呼び起こす

それが意図せずしてアニメ「巡礼者」を喜ばせるコン

AR的行為と捉えようが、極言してしまえばどちらも

テンツとなっていることがわかる。ツーリストは観光

比喩的な表現である。現実には、身体を持つ人間は彼

客向けに演出された「表舞台front」ではなく現地の生々

岸に渡れないし、身体を持たないキャラクタは此岸に

しい「舞台裏back」を求めているとマキャーネルは言

至れない。そのため、これ以上宇野の分析に深入りす

う[30]。この「ゴミ箱の空き缶」というマーカーはアニ

ることはしない。ただし、アニメ「聖地巡礼」を比喩

メ「巡礼者」にVR/AR的想像力を働かせると共に、

的にAR的行為として発想することには一定の意義が

アニメ「聖地巡礼」を目的とした他者がいたことを確

あるだろう。特にそれは、
ARにおいて用いられるマー

信させることでフレームの強化を促す。そして、とも

カーの果たす役割に大きい。

すれば見落としがちな未演出のマーカーを、自身で見

あ え て 異 な る 背景を持つ用語を接合するが、マ

つけ出したという満足感をもたらしているのである。

キャーネルの言うマーカーによって見所は聖化されて
おり、ARにおいてはマーカーによって現実は拡張さ

5.3

フレームの転調

れる。そしてこの際に注目したいのは、マーカーを認

ここまでは「
『あの花』舞台探訪」を行う者のフレー

識する主体が有するフレームである。このフレームな

ムが強化される場面を主に見てきた。最後にそのフ

くしてキャラクタは勝手に現実風景に入り込むことは

レームが転調する場面を紹介して論を閉じたい。

ないし、何でもない住宅地が「聖地」になることはな

幾度も述べているように、秩父には「札所巡り」と

い。その端的な例は『あの花』のメインビジュアルで

いう強固な社会的フレームが古くから存在しているた

用いられた旧秩父橋である。Table.15で確認したよう

め、形としては「
『あの花』舞台探訪」がそこに間借

に、
「
『あの花』舞台探訪」を目的としない限り、旧秩

りしているという表現が適切である。これまで市内に

父橋は「聖化」されることなく看過されてしまう。

見られなかった層が流入したが故に目立ってはいる

定林寺境内は『あの花』のマーカーに溢れている
が、その中でも特異なものは本堂裏手にあるゴミ箱で

が、多くの場面で優先されるのはやはり「札所巡り」
である。

ある。ゴミ箱自体は本編に登場するものではないが、

定林寺周辺札所への聴き取りにおいて、
「札所」目

そこにはOPでキャラクタが飲んでいた銘柄の空き缶

的と『あの花』目的とは切り分けられている。後者は

――C.C.レモンとなっちゃん――ばかりが捨てられて

定林寺と旧秩父橋周辺での出来事であって、多くの場

いる。これを見たアニメ「巡礼者」はキャラクタを幻

合札所巡りの大勢とは無関係と考えられていた。札所

視するし、キャラクタを模倣して同銘柄の飲料を買い

が組織している連合会での集まりにおいても、『あの

求める。共に空き缶をマーカーとしてなされる行為で

花』
のことはあまり話題に挙がらないという。
また、
『あ

ありながら、前者はAR的、後者はVR的な想像力がも

の花』と札所巡礼とのコラボでフリーハイキングを企
画した秩父鉄道においても、60代以降が主となってい

11 2010年 6 月25日にコナミより発売された『ラブプラス+』
に追加された熱海への旅行イベントにちなんで開催された
イベント。iPhone/iPod touch用アプリ『ラブプラスi』用の
ARマーカーが熱海市内に設置された。
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る企画に新規顧客を開拓する意図はあるが、札所巡り
を目的とする層は既に固定客であるとして切り分けて
いた（2012年 4 月 8 日、秩父鉄道社員への聴き取り）。
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このような切り分けが行われ、相互に過干渉のな
いまま一定の認知を得ることで、
「
『あの花』舞台探

ゾーンにおいて優先されるのはどちらのフレームなの
かが理解されるだろう。

訪」を行う者のフレームは維持されている。ただし、
独力でのフレーム維持には困難が付きまとうため、作
品のサウンドトラックを聴きながら舞台を巡る者もい
12

6

まとめにかえて
本稿では定林寺周辺を主な調査地とし、絵馬調査や

た 。また、Table.14で確認したように、複数人で作

訪問者へのアンケート調査、そして聴き取り調査を行

品舞台を巡る傾向が見られることもフレーム維持と無

うことで、札所巡礼を行う者と『あの花』舞台探訪を

関係ではないだろう。

行う者の動態や交渉を描き出してきた。

しかしながら、
「
『あの花』舞台探訪」というフレー

先んじて同県内にてアニメによる地域おこしの成功

ムが突き崩される場面が明確に存在する。それもま

例があるためか、秩父においては大小問わず枚挙に暇

た、札所巡礼を行う者とアニメ「聖地巡礼」を行う者

がない程のイベントが催されている。多種なイベント

が交錯する定林寺においてである。次々に札所を巡る

や地域住民による作品理解もあり、元々観光地である

札所巡礼者に比して、アニメ「聖地巡礼者」は定林寺

ことから他者の受け入れに積極的である秩父は、アニ

に長く逗留する傾向が強い。そのため、概して定林寺

メ「聖地巡礼」を行い易い地域であると言える。また、

境内には『あの花』寄りのムードが漂っているのだが、

既に「熱海ラブプラス現象（まつり）
」にて点在する

それでも明らかに札所巡りをしていると思しき人がい

マーカーを収集するイベントは行われているが、ユー

る場合は写真撮影などが自主的に中断されることが多

ザーが主体的にマーカーを読み込み、相互交渉の中で

い。また特に、札所巡礼者が本堂で読経を始めると場

コンテンツを作り出すUGC的な側面は今後のデジタ

面は一転する。これまでアニメの話で賑わっていた境

ル･ゲーム業界においても参照する点があるだろう。

内は静まり、アニメ「聖地巡礼者」は目を見合わせな
がら喋ってはいけない雰囲気に呑まれていく。

何らかの土地に旅立つということは、とりもなおさ
ず異なった社会ないしは他者の持つフレームとの相互

本節の冒頭で確認したように、フレームは傷つきや

交渉が行われる機会となる。こと秩父においては札所

すいものであるが、それは特に異なった信念体系に晒

巡礼という古くからのフレームが存在するが、ここで

される場合、そして何らかの行為を強要する権力がフ

は『あの花』を理解した「真摯な」対応が随所に見ら

[31]

レームの採択権を握っている場合に顕著である 。本

れるために、そのフレームが強権を発動するような機

事例に則して言えば、寺院の境内という舞台装置の中

会が少ない。他者との軋轢を生じさせないまま、アニ

での読経という宗教的な儀礼を目の当たりにすること

メ「聖地巡礼」を行う者は札所巡りというフレームを

で、その最中は静謐を保たねばならないという意識か

好意的に受け取っていたようである。

らフレームの転調が行われたのだと解釈できる。アニ
メ「聖地巡礼者」の多くは定林寺を札所寺院であると

ここに来て初めて、観音様の三十四ヶ所巡礼って

認識せず、ここが神社か寺かの区別がついていないこ

いうのを知ったって人もいる。若い人はたぶん知

とすらある。それにもかかわらず、境内に読経のみが

らないんだろうね。でもね、10年後とか、もっと

響く状況が立ち現れるのである。極論すれば、目的が

後とかね。歳を取ってから、
「あぁ、昔、定林寺っ

異なる以上は他者の読経が終わるまで静かにする謂わ

て行ったな。あそこは十七番だったな」って昔を

れはないだろう。その意味で、好意的に言えばアニ

思い出してね、
それで「巡礼に行ってみようか」っ

メ「聖地巡礼者」は行儀が良いし、卑下すれば従属的

てまた来てくれるといいね。
（2011年11月10日、

な位置に置かれていると言える。たとえアニメ「聖地

世話人への聴き取り）

巡礼者」を受け入れるホストが彼らに「札所巡り」の
フレームを強要しなくとも、両フレームのコンタクト

気の長い話であるが、加齢に伴ってフレームの転調
が起こることを期待しているようである。今回の調査

12 もちろん、当人はフレーム維持のためなどではなく「巡
礼気分を盛り上げるため」に音楽を聴いていると述べる
（2012年 4 月 8 日聴き取り）
。
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からは事態がどのように展開するのか判じがたいが、
今後の展開に期待しつつ論を閉じたい。
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Realities rise from a frame
－A survey of Jorinji in Chichibu－
Nobuharu IMAI
Graduate School of Humanities and Social Sciences, University of Tsukuba 1-1-1
Ten'nodai, Tsukuba, Ibaraki, 305-8577 Japan
E-mail: imain@logos.tsukuba.ac.jp
Abstract The aim of this paper is to illustrate people who visit the place referred to Anime by a survey
of Ema, questionnaires and interviews in Jorinji, city of Chichibu. Chichibu where "Ano hi Mita Hana no
Namae wo Bokutachi ha Mada Siranai" is set is well known for the worship of thirty-four Kan'non pilgrimage.
Therefore, visitors in Chichibu have two kinds of frames. And the markers given places/travels a special
meaning sacralize sights depending on a frame of certain subject. From this viewpoint, I have examined scenes
enhanced frames or occurred keying, and analyze Anime 'pilgrimages.'
Keywords Anime, 'Sacred Pilgrimage', Chichibu, UGC, Augmented Reality
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