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「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズ コンテンツ分析レポート

マクロ分析

コンテンツ概要

設計コンセプトと価値

• 『ジョジョの奇妙な冒険』（ジョジョのきみょうなぼうけん）は、荒木飛呂彦による漫画作品。
• 集英社の漫画雑誌「週刊少年ジャンプ」で1987年から連載が開始され、現在もまだ連載中。
• 単行本はこれまでに102冊刊行されている。（2010年11月現在）

「人間賛歌」をテーマに、 ①「強さ」（＝人は何処まで強くなれるのか？）を、 ②「美」（＝徹底した様式美・スタイル）と③「音」（＝臨場感溢れる表現）を伴っ
て描くことで、（漫画でありながら）まるで映画のような立体的かつ奥行きのある唯一無比の世界を作り出している。

Part-1
ファントムブラッド

Part-2
戦闘潮流

Part-3

Part-4

スターダストクルセイダース

ダイヤモンドは砕けない

Part-5
黄金の風

Part-6
ストーンオーシャン

スティール・ボール・ラン

1987年
連載

1987年～1989年
連載

1989年～1992年
連載

1992年～1995年
連載

1995年 ～1999年
連載

2000年～2003年
連載

2004年～2010年
連載中

Part-7

クロニクル

個別ファクター分析

基本設定

シリーズ・各作品
概略

演出面の特徴

マーケティング分析

コンテンツ確立・
人気継続の要因

人気を裏付ける
客観的データ

• 主人公は毎回違い、それぞれ別の人間であるが、基本的に主人公はいずれも「ジョジョ」 という愛称を持つ。
• ジョースター家の血統者としてそれぞれ繋がっており、共通する特徴として「首の後ろ、左肩の辺り」に「★星形のアザ」がある。
• Part-7のみ、Part-1～6までと直接関連性はない。
「石仮面」を巡る人
間（ジョジョ：波紋使
い）対吸血鬼（ディ
オ）の戦い

「エイジャの赤石」
を巡る人間（ジョ
ジョ：波紋使い）対
究極生物（カーズ）
の戦い

危篤に陥った母を
救う為の、人間（承
太郎主人公：スタン
ド使い）対吸血鬼
（ディオ）の戦い

町の平和を守る為
の、人間（スタンド
使い）同士＝主人
公（仗助）対殺人鬼
（吉良吉影）の戦い

組織のボスの座を
巡る、人間（スタン
ド使い）同士＝主人
公（ジョルノ）対ボス
（ディアボロ）の戦
い

「DISC」を巡る、人
間（スタンド使い）同
士＝主人公（徐倫）
対神父（エンリコ・
プッチ）の戦い

謎の遺体を巡る、
人間（スタンド使い）
同士＝主人公（ジョ
ニィ、ジャイロ）対大
統領（ヴァレンタイ
ン）の戦い

①ネーミング

②擬音

③ポーズ

④セリフ回し

他に似た作品が無い
「唯一無比」の画風、世界観

シリーズごとに変わる設定の裏に、
時代・世相の反映

連載が始まった時期
（1987年前後）が作品に影響

情報の多さとユニークさがユーザ
のCGMやBuzzを生みやすい

•「ジョジョの奇妙な冒険」は、シリーズ累計で7000万部の売り上げを誇る。
•過去のシリーズ作品だけでなく、最新刊もベスト10にランクインするなど、連載24年目にしてその勢いは衰えを見せていない。
•様々な人気ランキングに軒並み上位でランクインするなど、人気の高さ、根強さが伺える。
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「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズ コンテンツ分析レポート

•『ジョジョの奇妙な冒険』（ジョジョのきみょうなぼうけん）は、荒木飛呂彦による漫画作品である。
•1987年から集英社の漫画雑誌「週刊少年ジャンプ」で連載が開始され、現在もまだ連載中で、Part-1から始まったストーリーは、現在Part-7に入って
いる。
•週刊少年ジャンプに2004年まで連載された後、同じく集英社の漫画雑誌「ウルトラジャンプ」へと場所を移して、連載開始から24年目にあたる現在ま
で、長期に渡って連載が続いている。
•2010年11月現在、単行本は102冊、コミックの累計販売部数は7000万部以上とされる。
•Part-1～Part-5までは、所謂「ジョジョ・シリーズ」として、（63巻まで）通し番号がついており、Part-6「ストーンオーシャン」から番号がリセットされて1巻
からとなったが、（）扱いで、「17巻（80）」の様に、ジョジョ・シリースからの通し番号も振られている。ただし、Part-7「スティール・ボール・ラン」は同様に
1巻から始まるが、通し番号は振られていない。
•2010年11月現在、 最新刊は、Part-7「スティール・ボール・ラン」の22巻。

Part

副題 （英語）

サブタイトル

ジャンル

単行本

Part1

ファントムブラッド
（Phantom Blood）

第一部 ジョナサン・ジョースター ―その青春―

ホラー・アドベンチャー

1巻～5巻（途中） 完

Part2

戦闘潮流
（Battle Tendency）

第二部 ジョセフ・ジョースター ―その誇り高き血統―

バトル・アドベンチャー

5巻（途中）～12巻（途中） 完

Part3

スターダストクルセイダース
（Stardust Crusaders）

第三部 空条承太郎 ―未来への遺産―

アクション・アドベン
チャー

12巻（途中）～28巻 完

Part4

ダイヤモンドは砕けない
（Diamond is not Crash）

第四部 東方仗助

サスペンス・ホラー

29巻～47巻（途中） 完

Parte5

黄金の風
（VENTO AUREO）

第五部 ジョルノ・ジョバァーナ ―黄金なる遺産―

バトル・アドベンチャー

47巻（途中） - 63巻

Part6

ストーンオーシャン
（Stone Ocean）

第六部 空条徐倫 ―『石作りの海』（ストーンオーシャン）

アクション・アドベン
チャー

Stone Ocean 1巻～17巻

Part7

スティール・ボール・ラン
（STEEL BALL RUN）

（なし）

ホラー・アドベンチャー

STEEL BALL RUN
1巻～22巻（連載中）
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「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズ コンテンツ分析レポート

作品が生まれる
前提・背景

計画的・意図的要素

週刊少年ジャンプ
連載

海外旅行での
経験
カルチャー
ショック

○ジャンプ的要素

×非ジャンプ的要素

ジャンプの
基本フォーマット
「友情」「努力」「勝利」

主人公が日本人じゃない

造形美・様式美
デザイン美

イタリア美術

海外が舞台

偶発的（？）要素

彫刻

筋肉美

音楽（好き）

FASHON

スタイル美

ヘヴィメタ

登場人物の
ネーミング

こだわり
ポイント

フォーマットを基本的に守りつつ
部分的に「フォーマット崩し」
↓
意外性
↓
新鮮味

2006年の文化庁による文化庁メディア芸術祭10周年記
念アンケート企画「日本のメディア芸術100選」にてマンガ
部門で2位に入選

強

美

音

強さ

美しさ

臨場感

どこまで強くなれるか？

如何に美しいか？

如何に迫力があるか？

「人間賛歌」

テーマ：

高い作画力
独特の
ポージング

＋

ますます客観的評価も高まり、
その活躍の幅を広げつつある。

Part-1の舞台がイギリスなの
は、初めて海外旅行で行った
のが、イギリスだったから

ホラー

吸血鬼 / ゾンビ

名ゼリフ
決めゼリフ

擬音

ジョジョの作品世界
音も絵も「立体的！」
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承太郎のモデルは
クリント・イーストウッド
映画「大脱走」が好きなので
Part-6は刑務所を舞台に
Part-3の基本設定は
映画「80日間世界一周」

独特の世界観

JoJo’s World
世界最高峰の米科学専門誌「セル」の表紙を飾る

擬音

主人公の名前を「ジョナサン」
にしたのは、その時たまたま
ファミレス（ジョナサン）で打合
せをしていたから

当初の3部作構想は映画
「ゴッドファーザー」に倣って

主人公が途中で死ぬ！
バトルもの

映画（好き）

「人間賛歌」をテーマに、①「強さ」（＝人は何
処まで強くなれるのか？）を、 「人」対「人じゃ
ない存在（ゾンビ、等）」もしくは「人」対「人」
の戦いを通して、②「美」（＝徹底した様式
美・スタイル）と③「音」（＝臨場感溢れる表
現）を伴って描くことで、（漫画でありながら）
まるで映画のような立体的かつ奥行きのある
唯一無比の世界を作り出している。

※「CAPE Report」は、関連法に基づき、インターネット等の情報を集計・編集し、弊社独自の分析・評価・解釈を加えたマーケティングレポートです。
※「CAPE Report」は、規約に同意されダウンロード購入されたユーザー以外への、データ複製・配布使用は禁止されています。

「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズ

基本設定

Only A Download
Buyer Can Be Used

5

「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズ コンテンツ分析レポート

•Part-1～6までは、基本的に主人公はいずれも「ジョジョ」 (JoJo, GioGio) という愛称を持つが、それぞれ別の人間である。
Part

副題

舞台

基本設定

Part1

ファントムブラッド

19世紀末のイギリス

• 英国貴族の青年の主人公ジョナサン・ジョースター（ジョジョ）が主役。

Part2

戦闘潮流

1938年のアメリカ

• ジョナサンの孫、ジョセフ・ジョースター （ジョジョ）が主役。

Part3

スターダストクルセイダース

1989年の日本

• ジョセフの孫・空条承太郎（くうじょう じょうたろう：ジョジョ）が主役。

Part4

ダイヤモンドは砕けない

1999年の日本

• ジョセフの隠し子・東方仗助（くうじょう じょうたろう：ジョジョ）が主役。

Parte5

黄金の風

2001年のイタリア

• DIOの息子ジョルノ・ジョバァーナ（ジョジョ）が主役。

Part6

ストーンオーシャン

2011年のアメリカ

• 空条承太郎の娘・空条徐倫（くうじょう じょりーん：ジョジョ）が主役。

Part7

スティール・ボール・ラン

1890年のアメリカ

• SBRレースに参加するジャイロ・ツェペリと、下半身不随の元騎手ジョニィ・ジョース
ター（ジョジョ）が主役。

• ジョースター家の血統者に共通する特徴として「首の後ろ、左肩の辺り」に「星形のアザ」がある。
• ジョルノ（Part5の主人公）とヴェルサス 他2名（Part6の敵）はジョナサンの体を奪ったディオの息子のため、ジョースター家の血を引く（「星形のアザ」を受け継いでいる）。
• 東方仗助はジョセフの隠し子であるため、承太郎から見た仗助は「年下の叔父」（その反対は「年上の甥」）となる。しかし作中では、仗助は承太郎に対して敬語で話
す。
• Part7には、ジョニィをはじめ「ディオ」の愛称を持つ者などが登場するが、直接関連性はない模様。
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「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズ コンテンツ分析レポート

•シリーズ通して全般的に、登場人物の名前や、スタンド名に、アーチスト（ミュージシャン）の名前や曲名が使われている。
例）デイオ(DIO)は、ロニー・ジェイムス・ディオ率いる、ヘヴィ・メタル・バンドの「DIO（ディオ）」から、「ツェペリ」は、ハード・ロック・バンド「レッド・ツェッペリン」から…等々

•音楽（洋楽、特にロック）に詳しい読者であれば、思わずニヤリとするモノが多く、その元ネタ探しも、ファンの1つの楽しみとなっている。
■登場人物名 （例）
登場人物名

関連アーチスト・曲・元ネタ

登場人物名

関連アーチスト・曲・元ネタ

ディオ・ブランドー

RONNIE JAMES DIO

トンペティ

TOM PETTY

ウィル･Ａ･ツェペリ

LED ZEPPELIN

ダイアー

DIRESTRAITS

ロバート･E･O･スピードワゴン

REO･SPEEDWAGON

ストレイツォ

DIRESTRAITS

タルカス

EMERSON LAKE & PALMERの曲、『TARKUS』

エシディシ

AC/DC

ブラフォード

YESのメンバー、ビル・ブラフォード

ワムウ

WHAM!

ワンチェン

WANG CHUNG

サンタナ

SANTANA

■スタンド名 （例）
登場人物名

スタンド名

曲名 / アーチスト名・元ネタ

東方仗助

クレイジー・ダイヤモンド

PINK FLOYD「SHINE ON YOU CRAZY DIAMOND」

噴上裕也

ハイウェイスター

Highway Star / DEEP PURPLE

キラークイーン

Killer Queen / QUEEN

シアーハートアタック

Sheer Heart Attack / QUEEN

バイツァ･ダスト

Another One Bites The Dust / QUEEN

ヘブンズドアー

Knocking On The Heavens Door / BOB DURAN

吉良吉影(川尻浩作)

岸辺露伴
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「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズ コンテンツ分析レポート

擬音

ポーズ

• 他に類を見ない独特の表現は、作者によると「ホラー映画（の効果音）と、プログ
レ（ッシヴ・ロック）を合わせた物」もしくは「ヘヴィ・メタのギターの音」…等から連
想しているとのこと。

• いわゆる「ジョジョ立ち」等で有名な、その独特なポーズは、作者によると、「イタリ
ア美術、特に彫刻等の影響が大きい」とのこと。

■特徴的な擬音の例

■決めポーズの際の擬音の例

メメタア

ズキュウウゥン

ウジュルウジュル
クジュルチュバベチョ

• また、「基本的に、（人間の）筋肉や関節の動きに非常に興味がある」とも語って
いる。

ギャーーーーーン

バーーーーーン

ズアッ

セリフ
• セリフも独特のモノが多く、ジョジョを特徴付ける要因の1つとなっている。

オラオラオラオラ
オラオラオラオラ
オラオラ

貧弱
貧弱ゥ
～～ッ!!

ふるえるぞ
ハート！

WRYYYYYY！
無駄無駄無駄無駄
無駄無駄無駄無駄
無駄無駄無駄無駄

おれがどくのは
道にウンコが
おちている時
だけだぜ

こおおおお
おおォーーッ!!
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燃えつきるほど
ヒーーーート!!

ノックしてもしも
お～～～し

おっぱァアアーッ
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「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズ コンテンツ分析レポート

素朴な疑問

20年以上も続いていて
飽きないのか？

毎回コロコロ変わる主人公や設定
について行けるのか？

技の名前や登場人物が多過ぎて
覚えられないのでは？

難解でマニアック、
敷居が高そう…

そういった素朴な疑問にも関わらず、（添付の資料の様に） 「ジョジョ～」シリーズは実際に多くの支持を得ていて、根強い人気がある。
では、何故人気があるのか？

「ジョジョ～」シリーズ 人気の要因

要因

実施によるメリット

①作品自体のユニークさ

②時代・世相を反映

純粋に、絵やストｰﾘｰ、等の作品自体
の魅力があることは大前提として、他
に似た（比較対象となる）作品が無い。

シリーズごとに毎回主人公や舞台な
どの設定が変わるなど、一見脈絡の
無い様に見えて、実は時代・世相を反
映している。

• 一度見たら忘れない、絵画のようで時に
は彫刻の様な、他の誰にも似ていない
画風に加えて、特徴ある擬音やセリフも
含めた作品全体の世界観は、毎回主人
公や舞台が変わってもシリーズ通して一
貫して保たれており、唯一無比の存在で
ある。

• シリーズ通して根底に流れるものは変わ
らないが、 （計算の上かどうかは不明な
がら）そこに付加要素として社会情勢や
時代の空気を巧みに取り入れているよ
うに見受けられる。

※詳細は、次ページ、参照

③連載スタート時の付帯環境

連載が始まった時期（1987年）がそ
の後の作品制作にも大きく影響して
いる。

膨大なカタカナの固有名詞や、登場
人物の名前、技の名前…等が、研究・
解説（もしくはツッコミ）対象となる。

• Part-1の連載が始まった1987年は、ま
さに「バブル絶頂期」であり、掲載誌の
「週刊少年ジャンプ」も絶好調の時であ
る。 「ドラゴンボール」のヒットと掲載誌の
好調の影で、前述した「ジャンプ・フォー
マット崩し」のような試みも、「比較的自
由に出来た」のではないかと推測される。
• また、1983～4年（ドラゴンボールの始
まった頃）の前後に、短編読みきりマン
ガが姿を消し、コミックスを念頭に置い
た長編連続モノが台頭して来たと言わ
れるそのタイミングで、当初からシリーズ
化を念頭に置いて連載を開始した、とい
うのも全く無関係ではないと思われる。

• 作品自体とは別に、それぞれの構成要
素が独り歩きし、それが読者の興味やバ
ズ（クチコミ）の喚起を促している。（ジョ
ジョ、って読んだこと無いけど、「ジョジョ
立ち」は知ってる、…等）
• （一時期のエヴァンゲリオンでも見られた
様な）ユーザのファンサイト（秘密解読・
解説、まとめサイト、トリビア、ジョジョ立
ち教室、擬音集、名ゼリフ集、スタンド辞
典…等）が多く作られており、コレが間接
的に、読者の獲得に一躍買っていると
思われる。
• 同様に、ファンを公言する芸能人や著名
人（しょこたん、ケンドー・コバヤシ、コン
ビ名をジョジョから取ったお笑いの「ス
ピードワゴン」等）が多く存在し、TV番組
や自身のブログ…等の中で取り上げたり
することも一躍買っていると思われる

※詳細は、次ページ、参照

Copyright© 2014 contents KNOWLEDGE .All Rights Reserved. All contents/contents is licensed under contents KNOWLEDGE.
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事件

流行

•バック・トゥー・
ザ・フューチャー

1986～1991 バブル景気

1989

音楽

～1983
コミック誌、
読みきり作品の時代

1984～
「ドラゴンボール」を
始めとした
長期連載作品の
時代

•オーバー・ザ・トップ
•プレデター

ファッション

HR/HMブーム

ジョジョ

1983～1987
DCブランド・ブーム

•1983、DIOデビュー
•1984、VanHalen 「1984」
•1985、LOUDNESS、デビュー

キャラクタ・スタイル

•ジョジョ～
連載スタート
長編、シリーズ設定

1987年～

Part-1

•「死霊のはらわたII」
登場人物名、スタンド名
•ランボー3/怒りのアフガン
•昭和→平成
•宮崎勤逮捕
•女子高生コンクリート詰め事件
イタリア・ブーム
（イタめし/ファッション）

1990
1991

ホラー映画ブーム

～
1988

マンガ

•スーパーマン
•ロッキー
•ランボー
•ターミネーター
•コマンドー

1986

1987

映画

•バブル崩壊

ハリウッド映画
ムキムキ・マッチョ！
肉体派の時代

世界観、基本設定
スタローン、
シュワルツェネッガー
に代表される肉体派

•バック・トゥー・ザ・フューチャー2
•バック・トゥー・ザ・フューチャー3

•ターミネーター2

アドベンチャー映画

1987年～

Part-2

キャラクタ造形
筋肉隆々
→Part-1、2、3
世界観、基本設定

1989年～

Part-3

バブル崩壊前＝夢を見る＝神話の世界 →Part-1、2、3
バブル崩壊後＝夢破れる＝現実の世界 →Part-4

1994
1995

～

1996

日本人初の女性宇宙飛行士・向
井千秋さん、宇宙へ
•阪神大震災
•地下鉄サリン事件
•1997酒鬼薔薇事件

日常に潜む狂気
（実は隣の人が
一番怖い？）

狭い街の中、ご近所設定

1992年～

Part-4

より身近な存在

女性の活躍

肉体派→等身大キャラクタ
Part-4以降～
女性が主役

1995年～

Part-5

•1998和歌山ヒ素カレー事件
•2000未成年凶悪犯罪増加
•池田小乱入事件

意識的（意図的）、もしくは無意識的に、世相・社会情勢や時代の空気を
作品の中に様々な形で取り入れている

Copyright© 2014 contents KNOWLEDGE .All Rights Reserved. All contents/contents is licensed under contents KNOWLEDGE.
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週刊少年ジャンプ推定発行部数

1997年、少年ジャンプは、
23年間保ってきた発行部
数日本一の座を「少年マ
ガジン」に明け渡す

600万部

500万部

2002年には、再び
首位の座を奪取

400万部

1995年、
ドラゴンボール連載終了

300万部

200万部

100万部

1984年、
ドラゴンボール連載終了

1996年、
スラムダンク連載終了

1984年 1985年 1986年 1987年 1988年 1989年 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年

推定発行部数 370万部 400万部 410万部 430万部 460万部 480万部 530万部 590万部 610万部 620万部 620万部 555万部 480万部 405万部 360万部 363万部 363万部 340万部 320万部 300万部 300万部 290万部 280万部 278万部 279万部 281万部

1986～1991 バブル景気

ドラゴンボール
1984～1995

キン肉マン
1979～1987

ジョジョの奇妙な冒険
1987～2010（現在）

年度
1984年
1985年
1986年
1987年
1988年
1989年
1990年
1991年
1992年
1993年
1994年
1995年
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年

推定発行部数
370万部
400万部
410万部
430万部
460万部
480万部
530万部
590万部
610万部
620万部
620万部
555万部
480万部
405万部
360万部
363万部
363万部
340万部
320万部
300万部
300万部
290万部
280万部
278万部
279万部
281万部

•一時（1994前後）は、600万部を超えるなど、驚異的な売り上げを誇った少年ジャンプは、現在では絶頂期の半分（300万部以下）まで数
字を落としてきている。
•「キン肉マン」の連載終了の年に、「ジョジョ～」の連載が始まる、など、「ドラゴンボール」を含めたこの3つのコンテンツが、まさに「少年ジャ
ンプの黄金時代」と共に歩み、その屋台骨を支えてきたことが分かる。
•特に「ドラゴンボール」は、その連載開始（1984）と共にジャンプ自体の発行部数も伸び始め、連載終了（1995）と共に、ジャンプの売り上
げも急激に下がり始めるほどの強大な影響力を持っていたことは一目瞭然である。また、ジャンプの部数の急減に関しては、翌96年の「ス
ラムダンク」の連載終了も（ドラゴンボールとのダブル・パンチとして）大きく作用していると思われる。
※ジャンプ作品売り上げ推移 （http://www.geocities.jp/wj_log/rank/）より抜粋して再構成
Copyright© 2014 contents KNOWLEDGE .All Rights Reserved. All contents/contents is licensed under contents KNOWLEDGE.
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◆書籍

◆webサイト

• 「ジョジョの奇妙な冒険」(ジャンプ・コミックス)
Part-1～Part-5：1巻～63巻、Part-6：1巻～17巻、Part-7：1巻～
21巻
荒木 飛呂彦（著） 出版社: 集英社

• 広告経済関連データ/広告景気年表
http://www.dentsu.co.jp/trendbox/adkeizai/index.html

• 「『ジョジョ』の奇妙な秘密」
横浜JOJO倶楽部（著） 出版社: データハウス 新装版
• 「『ジョジョ』の奇妙な研究」
JOJO研究会（著） 出版社: データ・ハウス
• 「JOJOリターンズ―「ジョジョの奇妙な冒険」研究読本」
目黒 卓朗 (編集), JOJO倶楽部（編集） 出版社: 21世紀BOX
• 「『ジョジョの奇妙な冒険』研究読本 JOJOマニア―蘇る!オラオラ伝説」
目黒 卓朗 (編集), JOJO倶楽部（編集） 出版社: 21世紀BOX 新装
版
• 「少年ジャンプ 資本主義」
三ツ谷 誠（著） 出版社: エヌティティ出版
• 「マンガ進化論 コンテンツビジネスはマンガから生まれる! (P‐Vine
BOOKs)」
中野晴行（著） 出版社: ブルース・インターアクションズ; 四六版
• 「マンガ産業論」
中野 晴行（著） 出版社: 筑摩書房
• 「マンガ脳の鍛えかた 週刊少年ジャンプ40周年記念出版」
門倉 紫麻（著） 出版社: 集英社
• 「ダ・ヴィンチ 殿堂入りコミックランキング150 マンガ史50年が生んだ
名作はこれだ! (ダ・ヴィンチブックス)」
ダ・ヴィンチ編集部（編集） 出版社: メディアファクトリー

• ジャンプ連載最新部数
http://www.geocities.jp/wj_log/rank/rank0.html
• ジャンプ作品売り上げ推移
http://www.geocities.jp/wj_log/rank/

• gooランキング 最終回が楽しみな長編マンガ
http://cache001.ranking.goo.ne.jp/crnk/ranking/999/gam
e_i1cJrtI-L-hG_all/
• goo 宇宙最強だと思うアニメ・コミックのキャラクターランキング
http://cache001.ranking.goo.ne.jp/crnk/ranking/026/stro
ngest_character/p1/
• goo 思い出に残る「週刊少年ジャンプ」の漫画ランキング
http://cache001.ranking.goo.ne.jp/crnk/ranking/026/jum
p_comics/p1/

• 漫画データベース（初版部数に関するデータなど）
http://www.geocities.co.jp/AnimeComicPalette/1181/data.html#1
• 漫画のベストセラー一覧（海外を含めた作品一覧）
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%82%B9%
E3%83%88%E3%82%BB%E...
• ジャンプ歴代累計 漫画発行部数
http://shibuya-antenna.net/?p=906
• マンガ研究者・編集者 中野晴行
第7回：マンガ市場研究のお仕事 掲載：2007年12月14日
http://manganavi.jp/interview/job/20071214/
第27回 まんが界の教科書を作るお仕事 掲載：2008年12月26日
http://manganavi.jp/interview/job/20081226/
• 楽天市場トップ > ランキング市場 > 本・雑誌・コミック > コミック
http://ranking.rakuten.co.jp/rnk/navi/g101299/
• 歴代漫画ランキング1000
http://en-fukuoka.chicappa.jp/happy/cgibin/manga/database.cgi?sort=down4&keys7=%83W%83
%87%83W%83%87&keys6=&keys14=&keys10=&print=
50
• 漫画（コミック） ランキング
http://books.rakuten.co.jp/book/weeklyrank/comic/
• オリコン、ホーム＞ランキング＞コミック＞週間ランキング
http://www.oricon.co.jp/rank/obc/w/?cat_id=banner

• goo これから実写化して欲しいアニメ、漫画ランキング
http://cache001.ranking.goo.ne.jp/crnk/ranking/026/anim
e_from_drama/
• goo Twitterでフォローしたいアニメ・漫画の名言botランキング
http://cache001.ranking.goo.ne.jp/crnk/ranking/092/twitt
er_anime_bot/
• goo 年末年始の休暇中に読みたい大長編漫画ランキング
http://cache001.ranking.goo.ne.jp/crnk/ranking/026/vaca
tion_anime/
• goo 「こんなお父さんならいいかも！」と思う漫画の登場人物ランキン
グ
http://cache001.ranking.goo.ne.jp/crnk/ranking/026/anim
e_father/
• goo 手塚治虫作品をリメイクして欲しい漫画家ランキング
http://cache001.ranking.goo.ne.jp/crnk/ranking/026/tezu
ka_remake/
• goo お正月に全巻読んでみたい長編漫画ランキング
http://cache001.ranking.goo.ne.jp/crnk/ranking/028bk/ne
wyear_comic/
• goo 2007年最も検索された日本の漫画家名ランキング
http://cache001.ranking.goo.ne.jp/crnk/ranking/n07/n20
07_cartoonistrank/
• goo 強さのインフレを実写で表現して欲しい漫画・アニメランキング
http://cache001.ranking.goo.ne.jp/crnk/ranking/026/inflat
ion_anime/

※レポート作成の際に参照した、主な文献・サイトを可能な限り列記していますが、必ずしも全てを網羅しているとは限りません。
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◆webサイト
• PHP研究所 THE 21 なんでもランキング書籍ランキング
http://www.php.co.jp/fun/ranking/books.php?genre=f

• オリコン 実写化してほしい漫画、1位は『SLAM DUNK』
http://life.oricon.co.jp/65760/full/

• パチンコの影響!? 30代40代で「花の慶次」が1位～世代別コミックラ
ンキング2010年4月12日(月) 16時37分
http://www.rbbtoday.com/article/2010/04/12/67028.html

• オリコン 最もアツいバトル漫画TOP10
http://life.oricon.co.jp/69406/full/

• 全巻読破ドットコム ランキングバックナンバー
http://zenkandokuha.com/user_data/event/rankingbackn
umber.html
• 漫画全巻ドットコム
http://mangazenkan.com/
• “SLAM DUNK”が第1位！ 20代女子に聞く「息子ができたら読ませ
たい少年マンガ」ランキング 2010年06月30日
http://escala.jp/rank/2010/06/slam_dunk120.html
• 女の子が自分の息子に読ませたい漫画ベスト10！ なんと〇位は『ジョ
ジョの奇妙な冒険』
http://materiamateria.blog49.fc2.com/blog-entry1294.html
http://news.livedoor.com/article/detail/4861138/

• オリコン 完結したが続編を読んでみたいマンガ、1位『SLAM DUNK』
http://life.oricon.co.jp/69084/full/
• ～日本マンガ文化の歴史 その強さの秘密は？そしてどこへ向かうの
か？～
http://www.geocities.jp/laugh_man_is/sampl2.htm
• 1980年の少年マンガ連載作品
http://www.80s.ne.jp/chrono/1980/comic.html
• 1981年の少年マンガ連載作品
http://www.80s.ne.jp/chrono/1981/comic.html
• 1984年の少年マンガ連載作品
http://www.80s.ne.jp/chrono/1984/comic.html

• 少年ジャンプの歴代人気キャラが駅貼りポスターで競演、缶コーヒー
「ルーツ」キャンペーン
http://markezine.jp/article/detail/3813
• 日本アニメ年表※1963～2001
（その1：1963～75）
http://hccweb6.bai.ne.jp/wnova/robot/anime/animesi.htm
l
（その2：1976～85）
http://hccweb6.bai.ne.jp/wnova/robot/anime/animesi2.ht
ml
（その3：1986～1995）
http://hccweb6.bai.ne.jp/wnova/robot/anime/animesi3.ht
m
（その4：1996～2001）
http://hccweb6.bai.ne.jp/wnova/robot/anime/animesi4.ht
m
• ＠JOJO - アットマーク・ジョジョ
http://atmarkjojo.org/

• ジャンプの年代別オススメ漫画
http://mangazenkan.in/nanndai2.html

• 現代の聖書！世界遺産！傑作マンガベスト100（名セリフ付）
http://kajipon.sakura.ne.jp/manga.htm

• 2009.08.14ランキング 男女＆年代別人気マンガTOP10
http://suzacu.blog42.fc2.com/blog-entry-60.html

• ホーム＞ランキング＞役立つ！小ネタランキング
http://www.oricon.co.jp/rank/special/omrranking/f/103/

• ジョジョの奇妙な冒険・感涙名場面50選（1）
http://kajipon.sakura.ne.jp/art/jojo-story.html

• 2010年11月 最も全巻読破された人気コミックランキング100
http://zenkandokuha.com/user_data/event/index.html

• アニメ年表 ※1957～2011
http://www.geocities.jp/ysigle/anime.html

• 2010年10月 最も全巻読破された人気コミックランキング100
http://zenkandokuha.com/user_data/event/ranking20101
0.html

• 今こそ漫画を“大人買い” - L-Cruise - 日経トレンディネット
http://trendy.nikkeibp.co.jp/lc/shun/050628_manga/
• 人気漫画年表
http://trendy.nikkeibp.co.jp/lc/shun/050628_001c.gif

• ジョジョ7部スティールボールランの名言
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q
1128888556

• オリコン 後世に伝えたい漫画、1位は『SLAM DUNK』
http://life.oricon.co.jp/67730/full/
• オリコン 日本の漫画史を変えた作家TOP10
http://www.oricon.co.jp/news/ranking/78202/full/
• オリコン 世界に通用していると思う！日本のアニメランキング
http://life.oricon.co.jp/68091/full/

• ジョジョ名セリフ集
http://proudyblood.nobody.jp/
• 荒木作品関連不完全データページ
http://www.geocities.co.jp/PlaytownDenei/9621/arakidetaka.html

• アニメ年表 ※1958～2011
http://lain.gr.jp/mediadb/chronology
• 激動のジャンプ年表
http://homepage2.nifty.com/boycott/ronbun/nenpyou.htm

• 「ジョジョの奇妙な冒険」の名ゼリフランキング
http://cache001.ranking.goo.ne.jp/crnk/ranking/026/jojo
_word/

• 1985年～1989年少年ジャンプ連載漫画家相関図
http://emiebi.blog03.linkclub.jp/index.php?itemid=72886
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◆webサイト
• 『ジョジョの奇妙な冒険』の主人公がバトルロイヤルをしたら誰が勝
つ？ 1500人アンケート
http://getnews.jp/archives/89631

• ＜ジョジョの奇妙な冒険＞第7部「スティール・ボール・ラン」が完結 第
8部は杜王町が舞台
http://news.nicovideo.jp/watch/nw53825

• 『ジョジョの奇妙な冒険』のボス敵で一番強いのは誰？ 2000人アン
ケート結果 #52879 [娯楽] ジョジョの敵のボスで一番強いのは誰？
2010年12月6日 9時9分終了
http://find.2ch.net/enq/test/read.cgi/19/1291572114/1100
http://getnews.jp/archives/88117

• ジョジョのスタンド元ネタをyoutubeで聴くスレまとめサイト（宇宙一巡
後）
http://www.geocities.jp/jojoyoutube/
• 元ネタは ジョジョの奇妙な画像
http://matome.naver.jp/odai/2125602379766067824

• #52439 [ゲーム] 最新ゲーム機で発売してほしい『ジョジョ』はど
れ？1000人2010年11月19日 23時46分終了
http://find.2ch.net/enq/test/read.cgi/10/52439/1-100?SF

• 文化庁メディア芸術祭10周年企画アンケート日本のメディア芸術100
選
http://plaza.bunka.go.jp/hundred/bumon_manga.html

• 究極スタンド大全
http://www11.plala.or.jp/azathoth/stands/

• ズキュウウゥン！【ジョジョの奇妙な冒険】感涙・名セリフ集！
http://kajipon.sakura.ne.jp/art/jojo9.htm

• 『ジョジョの奇妙な冒険』ジョジョ立ち教室
http://kajipon.sakura.ne.jp/jojo.htm

• 漢語録 漢の名言集・名台詞集 ジョジョの奇妙な冒険
http://nekobako.sh4.jp/kikaku/meigen/010.html

• ラジオJOJO体操第一公式フラッシュ
http://zenryokuhp.com/Flash/taisou2.html

• キャラクター相関図 - ジョジョの奇妙な冒険 第3部 スターダスト ...
http://www.liblabo.jp/sample/pc/pc6/character3.html

• 2ch ニュー速クオリティ:ジョジョのスタンド能力どれが欲しい？
http://news4vip.livedoor.biz/archives/50545098.html

• ジョジョの奇妙な冒険の荒木飛呂彦氏のイラストが科学誌CELLの表
紙を飾る
http://www.kajisoku.org/archives/50742862.html

• ジョジョ風のプロフィール画像がつくれる『JoJo顔Maker 1.0』 IDEA ...
http://www.ideaxidea.com/archives/2009/07/jojoface.htm
l

• ジョジョの奇妙な冒険 パクリ糾弾テンプレまとめ
http://www30.atwiki.jp/ichi-1/pages/14.html

• ジョジョ名場面50選
http://kajipon.sakura.ne.jp/art/jojo-story.html

• ウィキペディア「ジョジョの奇妙な冒険」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A7%
E3%82%B8%E3%83%A7%E3%81%AE%E5%A5%87%E
5%A6%99%E3%81%AA%E5%86%92%E9%99%BA

• ジョジョの奇妙な元ネタ
http://jojosongs.seesaa.net/
• ジョジョ初体験で読ませるべきエピソードはどれか？
http://chokkaku.jugem.jp/?eid=299
• ジョジョ名セリフ集
http://proudyblood.nobody.jp/wryyyyyyy.html

• ジョジョの奇妙な冒険 Adventure Battle Card
http://www.carddas.com/jojo/
• 荒木飛呂彦公式サイト 『JOJO.com』
http://www.araki-jojo.com/index.html

• JOJOスペシャルサイト THE WORLD OF JoJo（集英社 SMANGA.NET）
http://annex.s-manga.net/jojo/
• スティール・ボール・ラン 公式サイト
http://annex.s-manga.net/sbr/
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y株式会社コンテンツナレッジ（以下「当社」といいます）が提供する「CAPE Report」は、既存コンテンツ
の二次利用に類するものではなく、著作権法第32条および同第30条の3に基づき当社が独自に行
なう、データ集計及び評価分析作業に対する労働対価として有償で提供するものです。
y「CAPE Report」は、分析対象である各種コンテンツにおける客観的価値基準の確立とその普及およ
びライセンス契約の推進を目的として制作されているものです。
y「CAPE Report」を始めとする、当社独自ノウハウによるコンテンツの分析・評価・解釈を行なったレ
ポート資料等については、インターネット上の情報等を集計・編集することで作成しておりますが、あく
まで当社独自の解釈・評価・分析を行なった資料であることをご理解の上、ご利用下さいますようお
願い申しあげます。
y「CAPE Report」に記載された内容については、無断転載はお断りしております。「CAPE Report」はダ
ウンロード購入した方のみがご利用いただける商品となっております。当社にご連絡なく、加工・複製・
二次利用・WEB公開等の行為はお断りしております。これに反する行為が確認された場合には、当社
及び法的代理人による法的措置を執る可能性がございます。
y「CAPE Report」に関する取材・お問合せ等については、別途、 info@reconnaissance.jp までご連絡
下さいませ。
y「CAPE Report」を活用した上で生じた利益・不利益については、当社はその一切に関知いたしません。
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