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“地域”と“アニメ”の
動向について

メディア研究部   高橋浩一郎

はじめに

さまざまなアニメ作品の中で，実在の“地域”
に比定される場所が“舞台”として描かれるこ
とが珍しくなくなってきている。2000年代に入
り，アニメの表現でリアルな描写が求められる
ようになり，作品の内容によっては，詳細なロ
ケハンをしてきわめて実在に近い舞台を描くよ
うになっている1）。

また，作品で描かれた“地域”をアニメファ
ンが訪れ，登場人物ゆかりの場所をめぐった
り，作品と同じアングルで写真を撮ったりする
動きとして，いわゆる「アニメ聖地巡礼」が近
年注目を集めている。マニアの一時的なブー
ムにとどまらない広がりをみせつつあることか
ら，観光を通じた“地域振興”が期待される
ようになり，アニメ作品の取材や制作の協力
を積極的に行う自治体も出てきている。さら
に，“地域振興”をねらう“地域”発のテレビア
ニメも近年，数は少ないが制作されている。
“アニメ”に対して“地域”が寄せる期待が

高まっていると考えられることから，本稿では，
“地域”をめぐる“テレビアニメ”の動向につい
てまとめ，どのような可能性と課題があるの
かを検討する。

“地域アニメ”の登場

地方自治体や地元企業と積極的にタイアッ
プするなど，“地域振興”の役割も果たしてい

るテレビアニメ作品としては，2014年に北海
道文化放送で放送された『フランチェスカ』2），
2015 年にテレビ埼玉などで放送された『浦和
の調ちゃん』3），2017年に群馬テレビで放送さ
れた『戦隊ヒーロー スキヤキフォース』4）など
が挙げられる。

これらの作品の中には，放送期間や視聴地
域が限られるために，単発的な取り組みに終
わっているものもあるが，“地域”ならではの文
化に“アニメ”という手法をうまく組み合わせ
ることで独自色を出し，ターゲットの視聴者層
への訴求に成功したものもある。そうした作品
として，2014〜15年に放送された『おへんろ。
〜八十八歩記〜』についてみてみたい。
『おへんろ。』は，3人のアニメキャラクター

が四国八十八箇所を巡礼する一種の旅番組で
ある。ほぼ1年にわたって，岡山県，香川県，
愛媛県，高知県などの民放で44本が放送され
た。八十八箇所のすべてのお寺の特徴や，近
隣グルメなどディテールにこだわって紹介して
おり，愛媛県内では最高視聴率 8.7％ 5）を記
録，好評を博した。『おへんろ。』が他の作品
と大きく異なるのは，実写ベースの映像にアニ
メが合成されている点で，純粋なアニメ作品と
は言いがたいが，明らかに“アニメ”を意識し
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た作りになっている。どうしてこのような番組
が生まれたのだろうか。当時，企画に関わっ
た岡山放送 報道制作局・三村公人局長に取
材した。
『おへんろ。』は，もともと八十八箇所霊場

開創1,200 年を契機に，四国地方特有の文化
である「お遍路」を継承したいと，フジテレビ
系列の中国・四国3局合同で企画されたもの
である。特に，現地の関係者から「子ども世
代にお遍路はどうなるのか」と地域文化が廃
れていく懸念の声が常々あったため，若年層
にアピールする企画が求められていた。そのた
め“アニメ”での制作に思い至ったという。し
かし，アニメ制作は時間も費用もかかり，また
自局での制作経験もないため，何かいい方法
はないかと模索を続けた。

そんな中，徳島市にスタジオを持ち（本社は
東京），毎年徳島でアニメイベントも行うなど，
地域に根差した事業展開をしているアニメ制
作会社ufotable6）の存在を知り，相談を持ちか
けた。同社では，たまたま徳島新聞に3人の
キャラクターがお遍路をする新聞企画を連載し
ていたことから，その企画に登場するキャラク
ターを番組にも生かすことで，開発費を抑える
ことができた。さらに，放送局サイドで豊富
にストックしている既存の実写素材をベースに
して，そのキャラクターを合成することで，制
作期間と経費も抑制することが可能になり，企
画が実現したのだという。アニメと実写の合成
という手法は，制作上さまざまな制約がある
中でたどり着いた現実的な選択だったと言え
る。

実際に番組を見てみると，アニメパートの
動きやカット割り，物語の展開など，純粋な
アニメーション作品のように作り込まれておら

ず，率直に言うと“ゆるい”作りになっている一
方で，アニメキャラクターの存在が，オールロ
ケの旅番組にはない効果をもたらしていると
感じられた。例えば，彼女たちが旅立つきっ
かけは，3人のうちの1人の父親がお遍路好き
だったというシンプルなものなのだが，生身の
人間でこのような演出に現実感をもたせるため
には，非常に高い力量が必要になる。しかし
アニメキャラクターであれば，疑問や違和感を
覚えることなく，「一種のキャラ設定」と了解
され，「やらされ感」を抱かずに済み，いわば

“ゲーム感覚”でキャラクターのかけあいを楽
しみつつ番組を見ることができた。

このスタイルをとることにより，『おへんろ。』
は，若年層にも訴求力をもった。その結果，
BSでの全国放送，タイやハワイなどへの海外
展開，そしてNetflixなど配信事業者への販売
にも結びついていった。もし，仮にこれがロケ
スタイルの一般的な旅番組だったら，若者層
が視聴したり，海外の放送局や配信事業者が
関心をもつことは難しかったのではないだろう
か。

放送権を購入し独自に編成

「おへんろ。」は，アニメに実写を合成する
スタイルを開発してコストを抑え，またローカル
局が共同制作することで予算確保やリスク分
散を実現した事例である。しかし，一般的に
30 分のアニメの制作には800万〜 1,600万円か
かると言われ 7），複数の利害関係者が出資し，
成果を分配する製作委員会方式をとるのが主
流になっており，ローカル局が単独で新作アニ
メの制作を手がけるのはかなりハードルが高
い。ただ，一から新作を制作するのではなく，

「放送権」を購入するのであれば，ローカル局
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でも比較的安価にアニメ放送を手がけることが
できる。　

その一例としてアニメ『たまゆら』が挙げ
られる。『たまゆら』は広島県竹原市を舞台
に，写真が好きな女子高生の日常を描いた，
松竹を中心とする製作委員会による作品であ
る。竹原市に実在する駅や建物が忠実に描か
れており，2011年にテレビ新広島のほか各地
の民放ローカル局で第1シリーズが放送された
後，物語の舞台を見ようと多くのファンが現地
を訪れ，交流イベントが開催されるなど盛り上
がりを見せた。そこでNHK広島放送局では，
2013 年，新作となる第2シリーズを放送した 8）。
こうした編成がどのように可能になったのか，
当時，NHK広島放送局で編成に関わった担
当者に放送の経緯について取材した。

第1シリーズが地元でも話題になったこと
から，編成関係者で改めて『たまゆら』を視
聴したところ，「良質なアニメ」だと感じ，「県
内の風景が映像として出てくることも地域サー
ビスになるのではないか」という意見が出た。
また，作品をプロデュースしている松竹も，
NHKで放送すれば，これまで十分届かなかっ
た，現地で暮らしている人々にも広く見てもら
えると考え，両者の思惑が一致したため実現

したという。そこで，なるべく多くの県民に見
てもらえるよう，日曜午後の『NHKのど自慢』
後にローカル枠を設定し，独自に編成すること
を決め，あわせて民放ですでに放送された第
1シリーズも先行して放送することにした。

同様に2014年，NHK鳥取放送局では，鳥
取県岩美町がロケ参考地になっているアニメ

『Free ! 』9）の放送権を購入し，ローカル枠で
独自に編成した例もある。

国内で年間に制作されるテレビアニメのタ
イトル数は，2016年には356本あり，ここ10
年で制作されたタイトル数を累計すると2,626
本にのぼる（継続作品を除く新作タイトルだと
1,848本）10）。その中には，地域を舞台に描い
たアニメコンテンツも数多くある。NHK広島
放送局や鳥取放送局のように，ファン以外に
はあまり知られていない良質な作品を見出して
放送権を購入し，独自に編成するという試み
は，地域サービスの充実をリーズナブルな予
算で，効果的に実現する方策の一つかもしれ
ない。

“地域”と“アニメ”の今後の展望

ローカル局が単独でアニメ制作に参入するこ
とは，資金調達の面で制約が大きいため，今
後も大きな流れにはならないと思われるが，各
局が独自路線を開拓する中で『おへんろ。』の
ように，意外な手法で思わぬ効果を発揮する
作品が現れる可能性も否定できない。

またNHK広島放送局がアニメ番組の放送
権購入で地域サービスの充実を図ったよう
に，ローカル局が新作を制作する以外の方法
で，アニメに関わるケースが出てくることも
考えられる。

一方で，アニメ作品の流通経路はもはや「放
『たまゆら』

©佐藤順一・TYA ／たまゆら製作委員会
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送」だけではなく，動画配信事業者も参入し，
その影響はさらに大きくなっていくと思われ
る。実際，Netflixは新作アニメの制作にも積
極的に乗り出し，豊富な資金をもとに意欲的
な作品を発表し始めている。今後のアニメは，
これまで以上に“放送”“通信”の枠組みや，“エ
リア”を越えた展開が図られていくことが予想
され，その中で地域の放送局としてのテレビ
局は「何ができて，何をすべきなのか」がより
問われていくことになるだろう。

地上波放送から急速に離れていく若者をテ
レビに取り戻し，また持続可能な地域社会を
作っていくうえで，地域への関心の喚起や地域
振興につなげる策の一つとして，今後も“地域”
と“アニメ”の動向について継続して注視して
いきたい。

（たかはし こういちろう）

注：
 1） 酒井亨（2016）『アニメが地方を救う ! ?』（ワニブッ

クス）p40
 2） 現代によみがえった新撰組が北海道侵略を企て，

それを阻むためにクラーク博士がゾンビの女の子
と立ち上がるという，コメディータッチのファンタ
ジー。放送と連動し，道内の製菓会社などと協
力してさまざまな商品開発を行い，石狩振興局の
公式 PR キャラクターにも認定された。

 3） さいたま市浦和地区に実在する“駅”をモチーフ
にした，女子高生 8 人の日常を描いた作品。番
組キャラクターの使用の際に許諾を求めず，シー
ルを貼るだけでグッズ販売ができるという独自の
ビジネスを地域で展開した。

 4） 群馬の平和を守るために作られた戦隊ヒーロー
が県内各地をめぐりながら，その土地の名物や
行事を紹介するコメディー。「和牛，こんにゃく，
生しいたけ，春菊など，すき焼きに必要なすべて
の食材を県内でそろえることができる」ことを海

外にも発信していこうと取り組む県のプロジェク
トの一環として制作された。

 5） ビデオリサーチ社愛媛地区の世帯視聴率（2015
年 2 月 8 日（日））による。愛媛地区は年間 24 週 
調査エリアであるため，調査期間内での最高視
聴率。

 6） テレビアニメ『活劇 刀剣乱舞』や，2017 年に公
開され，興行収入 10 億円を超えるヒットを記録
した劇場版『Fate/stay night』を制作している
アニメーション制作会社。
http://www.ufotable.com/

 7） 柿崎俊道「アニメはどこから作られるのか」，
岡本健・遠藤英樹編（2016）『メディア・コンテ
ンツ論』（ナカニシヤ出版）p23

 8） 広島県域では NHK 広島放送局が放送したが，
それ以外の地域では，テレビ愛知や独立系の
TOKYO MX テレビ，サンテレビなど各地のロー
カル局が放送した。

 9） 水泳に取り組む男子高校生の日々を描いた作品。
第 2 シリーズまで放送されており，劇場版も 4 本
制作されている。『涼宮ハルヒの憂鬱』や『けい
おん！』で知られる京都アニメーションによる制
作。

 10） 一般社団法人日本動画協会（2018）『アニメ産業
レポート2017』（日本動画協会）
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