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総合討議～2日間を通して 

総合討議
2日間を通して 

西山徳明
それでは，最後の総合討議に入りたいと思います。1 時間くらいを目途に話を進めていき
たいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

まず橋爪さんのコメントに対して，ご意見を伺いたいと思います。この 2日間のエッセン
スを，橋爪さんのフィルターを通して抽出された，非常にライブ感のあるものでした。いろ
いろと厳しいご指摘もあったと思います。それでは山村さん，何かコメントをお願いします。 

 

山村高淑
橋爪先生，ありがとうございました。 

非常に参考になるアドバイスをいただきました。特に，橋爪先生が個人的に関心を持たれ
た「非観光コンテンツの観光コンテンツ化」，「聖地でない場所を聖地化する」，「神聖ではな
い価値や出来事の神聖化」，「コンテンツと祭礼との融合，フェスティバル化」は，実際に国
内の「アニメ聖地」で起こっている現象で，我々もフィールドワークの中で気づいてはいた
のですが，なかなか上手く整理できずにおりました。橋爪先生がおっしゃるように，何がオ
ーセンティックなのかという議論から入らず，手法論から見ていくと，非常にわかりやすい
と思いました。目から鱗が落ちた気がいたします。産業論的な観点から見る意味合いにおい
ても，非常に参考になりました。 

もう 1点，産業・ビジネス寄りの研究についても，実は私もいまコンテンツ・ツーリズム
研究にもっとも欠けている点であると感じています。どうしても，まちづくり論や旅行者研
究，オタクの行動研究に偏重する傾向があります。つまり，商品を作っている人たちのビジ
ネスという観点からの議論が少ないのです。例えば，アニメーションをきっかけとしたツー
リズムに関する研究で，当該アニメ作品の製作関係者に意見を聞く調査は皆無に等しい状況
です。この点をしっかりと考えていかなければならないと思いました。 

さらに，国策として，日本は急に手のひらを返したかのように，近年，トップダウンでオ
タク文化を持ち上げてしまっています。しかし橋爪先生のおっしゃるとおり，自律的に発達
してきたオタク文化を，オタク文化の担い手自身がこれからどういう風に捉えていくかとい
う点も非常に重要です。トップダウンとボトムアップのせめぎ合いの中で，ツーリズム現象
が今後どう展開していくのか。あるいは，コンテンツ・ビジネス自体もそこに注目しないと
いけない。橋爪先生がおっしゃるように，そうした観点も含め，持続可能性を論じていくこ
とが重要だと考えた次第です。 

そして，お話を聞きながら，今後整理しなければならないと考えたことが 1点あります。
それは，オタク文化の中では，2 次創作的（ｎ次創作的）にコンテンツが再生産・再編成さ
れていくことを，ビジネスとして捉えることはほとんどないということです。商品として売
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買されるのではなく，シェアされる形で広がっていく。これを，どう捉え，位置付けていく
のか。そうした研究の枠組み構築も非常に大きな課題と感じました。いずれにせよ，これま
でのコンテンツ・ツーリズム研究も，橋爪先生のご指摘のとおり，賛美する傾向つまり肯定
的な捉え方が圧倒的に多かったので，これからは批判的な視点を積極的に取りいれながら整
理していきたいと考えております。 

冒頭で話題を広げすぎたのは私自身も失敗だったと思います。ご指摘ありがとうございま
した。私のコメントは以上です。ありがとうございました。 

 

西山徳明 

 それでは，私の方からは，昨日から提起されている論点を少し整理させていただきます。 

初めに，橋爪さんがまとめの中で提起された「 ・コンテンツ・ツーリズム」という話題
に対して，山村さんは「ヘリテージ・コンテンツ」「アニメ・コンテンツ」などがあると仰っ
て，それに何名かの方が反応されました。さらに橋爪さんが，非常に明快に「本当にその考
えを受容すればこういうことが起こる」「研究はこのように展開していく」と非常にわかりや
すくご説明いただきました。この話題は，先ほど西川さんが発言された内容にも関わります。
つまり，今まででも「 ツーリズム」と無数に出てきている中で，結局コンテンツのない観
光はないのだから，ここに「コンテンツ」を挟み込んでも意味はないのではないか，という
話になりかねません。 

そこで私は，「 ・コンテンツ・ツーリズム」とは，基本的に縦割りの分類だと思います。
それに対して，先ほどの西川さんのご発言については，私は横割りであると理解しています。
この「横割り」に使われていた言葉は，「虚構性」，あるいは「軽さ」のようなものではない
でしょうか。宗ティンティンさんほか何名かの発表者の方がご発表されていたように，本来
の伝統的な遺産をアレンジして，現代的に大衆化，商品化できる形にしていくこと，これを
どのように捉えるのかということです。 

他に適当な言葉が見つからず，この「軽くする」という言い方でよいのか断言はできませ
ん。いずれにせよ，コンテンツ・ツーリズムとは「縦割り」の分類ではなく，むしろ「横割
り」であると「開き直って」しまう。トラディショナルと見なされる遺産や，UNESCOが必
死に守るオーセンティシティなど，いわば「重い」ものに対し，それを解放していく存在と
してのコンテンツ・ツーリズム。このように横に線を引いて，縦で割らなくてもいいのでは
ないかと思います。ですから，私は 1つの提案として，今後はコンテンツ・ツーリズム研究
においては「コンテンツ・ツーリズム」という言葉を確立していくべきではないかと考えて
おります。「 ・コンテンツ・ツーリズム」とはせずに，あらゆる分野を網羅するコンテン
ツ・ツーリズムであると。あるものが大衆化，商品化していくプロセスを，あえて横割りで
しっかりと確認して，それをコンテンツ・ツーリズムと呼ぶというあり方です。これも西川
さんからお話いただいたように，テレビやマスメディアが言葉として使うコンテンツという
ものを，いま我々が違和感なく使えるようにするということです。これは，先ほど橋爪さん
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がコンテナの中身とおっしゃったように，コンテンツの原義に戻ります。 

この「コンテンツ・ツーリズム」という概念をめぐる話題が，昨日今日の研究会にご出席
の皆さまで共有できるテーマではないかと考えています。ここには，先端的にコンテンツ・
ツーリズムを研究しておられる先生方と，コンテンツ・ツーリズム研究を専門としない先生
方の双方いらっしゃいます。この場を，この話題について議論を深め，コンテンツ・ツーリ
ズム研究を専門としない私たちが，外に向けて説明できることが今回の研究会の 1つの成果
になればいいと思います。CATSに赴任してからの 5年間，ずっと私はそう考えてきました。 

また，その他の論点で気になったことは，橋爪さんが批判的視点と仰った内容です。つま
り，本気でアカデミックな研究領域とする，あるいは政策課題とするなら，冒頭に小栗さん
も指摘されたように，著作権や 2次創作が生み出すさまざまな課題を考えなければならない
でしょう。さらに，黒見さんから提起された「イメージの押し付け」と「地域アイデンティ
ティ」の問題。これも今後大いに具体的な事例に則して議論していくべき課題と思ったとこ
ろで，これについても可能であればご意見を頂けたらと思います。 

他にも，コンテンツとメディアとコミュニケーションの関係についても，今日の午前中に
いくつかの議論がありました。あらゆるものがコンテンツと説明されてしまうと，今度はこ
の 3つを立てた意味はあるのかという議論もございます。 

もちろんその他にも議論はたくさんありましたが，残りの時間も勘案すると，以上でご説
明したような 3つの切り口があるように思えます。 

ゲストコメンテーターとして安斎さんと河野さんのお名前が最初にありますが，このタイ
ミングでご発言はありますか？ 

 

安斎レオ
橋爪さんのオチのある話が，まるで難波でお話を聞いているようで，北海道にいることを

すっかり忘れてしまいました。最初にプレゼンされた「ガンダムが大地に立てず」という事
例が非常に面白く，やはり根本的な問題は著作権者，権利者との兼ね合いだと思います。コ
ンテンツを作る上では権利者があるものと，他のものを分けて考察した方がよいのかと思い
ます。たとえばパブリック・ドメインとなっている妖怪や昆虫，版権のかからない恐竜など
と，権利者のあるものは違います。一方で，『ドラえもん』，『ポケモン』，『ガンダム』などは
強力なコンテンツであることは確かであり，この整理は我々の最大の課題ではないでしょう
か。 

 

西山徳明
ありがとうございました。河野さんはよろしいでしょうか？ それでは，これからは自由

に討議する時間にしたいと思います。それでは小林さん，お願いします。 
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小林英俊
私の関心はやはり観光まちづくりであり，その中でも内発性が重要な観点だと考えていま

す。それを踏まえて昨日と今日の議論を私なりにまとめると，3 次元，できれば 2 次元で表
せるのではないかと思います。 

縦軸は「コンテンツとの関わり方」です。たとえば，第 1段階はコンテンツを楽しむ。第
2 段階はコンテンツを介してコミュニティが生まれる。そのキーワードは 2 次創作ですね。
第 3段階に，地域を巻き込んだコンテンツを介したトライアングルができる。つまり，そこ
に新しい関係と新しい価値が生まれるので，必ずしもコンテンツを知らなくても面白がって
人が集まってくる段階です。この 3つを発展段階として考える。 

横軸は「コンテンツを運ぶメディア」です。先ほど縦割りという話がありましたが，実は
昨日今日の議論を聞いていると，コンテンツと，コンテンツを運ぶメディアが混同されてい
るように思えます。いったいどちらの話なのか分からなくなっている。 

初めに 3 次元とお話ししたのは，3 つ目の軸にコンテンツの内容というものがあるからな
のですが，今回はわかりやすく言うために 2次元でお話しします。コンテンツを運ぶメディ
アの種類とは，フィルム，アニメ，小説，テレビドラマあるいは今日の妙木先生のお話にも
あった博物館などです。あるいは，昔から言われているところでは和歌があります。和歌は
コンテンツではなく，その作者の情念や作者が描いた情景がコンテンツです。これらを和歌
というメディアを通じて発表しているわけです。そう考えると，昨日と今日の発表者のテー
マがどこに当たるか見えてくるんですね。 

たとえば坂本龍馬の話は，コンテンツは龍馬の生き方であり，人となりなんです。それを
司馬遼太郎が解釈したことが，小説のコンテンツとなっているわけです。そうするとそれを
伝えたものが小説であり，テレビの連ドラ・大河ドラマなどが横軸に入ります。小栗さんの
ご発表は，縦軸の第 2段階から第 3段階へ至るお話です。アニメをメディアとしてコミュニ
ティが形成され，次の段階に行こうとしている。ここでの地域とは，名古屋だけではなく，
より大きなグローバルなものかもしれない。そういったものが出来つつあるというお話です
ね。岩下さんは，フィルムを使ったコンテンツを楽しむツーリズムが世界にあるという話を
してくださいました。宗さんの音楽をテーマとしたご発表は，コミュニティが出来たり，あ
るいは違う意味でなくなったりしている中で，コミュニティはどうしていくのかというお話
だったと思っています。妙木さんの博物館のお話は，コンテンツを楽しむということを語り
ながら，実はコミュニティが出来上がっているという内容でした。ここでのコミュニティは
同時にコンテンツでもあり，また主催している人の生き方，考え方もコンテンツになってい
ます。昭和の記憶，物にまつわる記憶だけではなく，それを主催している人もコンテンツの
一部になっている，ということが非常に興味深かったです。もしかしたら，第 3段階へ行く
かもしれませんが，今のところは第 2段階で止まっています。以上のように，この 2日間の
議論は整理できるのではないでしょうか。 

それでは，コンテンツの中身はどのように議論できるのか。先ほど西山さんは，たとえば
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コンテンツの真正性という横軸で切れるのではないかとお話しされました。これも 1つの考
え方ではないかと思います。3 次元で検討する際には，真正性のレベルで分けるということ
が考えうるところです。ただし，真正性で分けることに，どこまで意味があるのだろうかと
いうことは，この 2日間でも議論されていました。今回のご発表の多くの話は，バーチャル
とリアルが融合してできる創造物についであり，その場合の真正性とはなにか，非常に難し
い話になってきて，どこまで意味があるのか，私もよく分かりません。 

このように整理していくと，私の中で理解が深まってきました。最初に経済産業省がコン
テンツ・ツーリズムという言葉を用いた時に，私は，コンテンツがないとツーリズムになら
ないのに，なぜこのような言い方をするのか疑問に思いましたが，山村さんは，縦割りにし
た時に，コンテンツを伝えるメディアで分けられるという説を提示された。これに私は賛成
しています。もう 1つ，コンテンツの持つ深さを考えると，入り方がメディアの種類によっ
て違っても，最終的に一種のトライアングルを作ることを目標にするのであれば，これは普
遍化が可能です。つまり，ツーリズムが目指すところが共通である，ただし入り方が違うと
想定すれば，アニメ・コンテンツ・ツーリズム研究という言い方が大いに普遍性を持ちます。
単なるアニメの話をしているのではなく，地域あるいはファンとどう絡みながら，どのよう
な観光によって地域が作れるのか，創造性が生まれてくるのか，内発的，持続的になるのか
という議論をしているのだろうと思っています。その時に初めて，アニメ・コンテンツ・ツ
ーリズムの普遍化が完成するのではないかと，2日間の議論を聞いて考えた次第です。 

以上の内容は 1つの試論ですが，コンテンツ・ツーリズムをもう少し整理する必要がある
ので，その分け方と共通に目指す普遍的な価値をこのように考えればよいのではないか，と
いう提案でした。 

 

小林天心
山村さんにご質問させていただいてよろしいでしょうか。 

7 年前でしたか，鷲宮町でシンポジウムを開催されましたね。これは非常に面白かったで
す。このテーマは，地域振興とアニメを結びつけて，どのように地元の人を巻き込んで，将
来的にキャリアアップしていくかというものであったと記憶しています。その後の 7年間の
プロセスはどうなっているのか，ご報告いただけると嬉しく思います。 

山村高淑
ありがとうございます。ちょうど 7年前に鷲宮町に来ていただいた時の状況は，先ほど小

林英俊先生にご提案いただいた 3段階のうち，地域を巻き込んだ新しい関係性が出来はじめ，
動きはじめた時期です。そこまでは，入り口であったアニメ作品が，地元側とファンの側を
結びつけるコアなコンテンツとして存在していました。しかし，非常に興味深いのはその後
の展開です。もちろんアニメ作品にはこだわるのですが，地域住民と旅行者が中心となった
新しいコミュニティが形成されていく中で，アニメ以外のコンテンツも展開していくという
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ことが起こっています。たとえば，コミュニティ FMを作って好きな番組を地域の方と旅行
者が一緒に放送していく，あるいは，地域のお祭りにそのアニメ作品を入れ込みながらも，
地域の方とアニメファンが入り混じって祭り自体を運営していく，という状況です。2 年前
からは，祭りの一部を毎年アニメファンが自主運営するようになっています。 

このように，当初の入り口，フックであったコンテンツというものを残しながらも，まっ
たく別の展開をしていくというレベルが，4 段階目として存在するのかもしれないと，地元
を見ていると考えられます。ただし，鷲宮の事例は稀有な例で，他にそこまで持続的に地域
とファンが上手く関係性を保っている所はなかなか見当たりません。 

 

小林天心
 来訪者側はいかがでしょうか。 

 

山村高淑
はい，この点も非常に興味深いところです。ここは小林英俊先生とまったく同じ考えを持

っていますが，第 3段階で形成されたコミュニティで人びとが楽しむ様子を，外から見て楽
しむという状況が生まれています。コミュニティのイベントを例に挙げると，オリンピック
をもじった「萌 輪ぴっく（もえりんピック）」というイベントが開催されています。これは
オタクの人たちが集まり「萌え」をテーマに行う運動会です。地元の小さな子どもとオタク
の人たちが一緒にかけっこをする様子を，一般の観光客が端から見ています。それがもはや
コンテンツとなっていて，「まなざしの重層化」が起こり，どんどんそのコミュニティで新し
い資源，コンテンツが生まれているという状況にあります。 

 

小林天心
 それでは，来訪者の人数は順調に伸びてきているということでしょうか。 

 

山村高淑
実は，元々アニメがきっかけで出来たコミュニティの規模はほぼ変わりません。だいたい

100人から 200人程度です。何かのイベントがあると，だいたい 100人ぐらいは集まります。
周りに来る人を見ても，新しく参加する方は多くありません。「あそこに行けば面白いことを
やっているだろう」と思う人たちが，ピーク時からずっと続いているという状況になってい
ます。 

西山徳明
発言されていない共同研究員の方には，基本的に発言していただきたいと思います。まず

はそういう方々から，新しい視点を提起していただければと考えているのですが，どなたか
おられますか。はい，それでは麻生さん，お願いします。 
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麻生美希
私はヘリテージ・ツーリズムを研究しており，世界遺産の白川郷をフィールドとしていま

す。テーマは世界遺産をどう守っていくかですが，白川村はヘリテージ・ツーリズムの場で
あると同時に，コンテンツ・ツーリズムの場にもなっています。白川村の合掌造り集落が舞
台となったアニメやゲームがあり，たとえば『ひぐらしのなく頃に』という作品では，白川
村は「雛見沢村」として描かれ，そこで物語が展開していきます。 

昨日と今日で議論されていたのは，良いイメージが地域に対して付与されるという事例だ
と理解していますが，白川村の場合は，悪いイメージが付与されてしまう可能性を持ってい
ます。私は読んでいないので何とも言えないのですが，『ひぐらしのなく頃に』という作品で
は，おどろおどろしい殺人事件が起こります。これはアニメに限ったことではなく，たとえ
ばサスペンスの舞台に伝統的な村落や町並みが使われ，そこで殺人事件が起こるというスト
ーリーが展開します。イメージとして，独特の因習のようなものが存在しているように捉え
られており，こうした舞台になりやすいのかと思います。もちろん実際には，現在の地域は
そういったことはありません。 

私が『ひぐらしのなく頃に』という作品があると聞いたときには，「どうしてだろう」と，
嫌な気持ちになりました。同様に，地元の人たちはどう思うのだろうとも考えました。作品
の中で白川村のイメージを勝手に使われてしまい，地元の人たちが嫌な思いをするというこ
とも起こりうるのではないでしょうか。 

作品が出来て 10年以上が経っても，「雛見沢村」という聖地を巡礼に訪れてくれる方がた
くさんいらっしゃいます。しかし，こうした状況下で困ったことも起こっています。たとえ
ば，ある特定の家が作品に登場するのですが，そのお宅の高校生の娘さんが写真を撮られる，
また，作中の犯人の車は白いバンだそうなのですが，実際に同じ種類の車を持っていらっし
ゃる方が嫌な思いをされたといったことです。 

これまで白川村には，世界遺産，合掌造りというイメージが強固に構築されてきました。
そうしたイメージが先行するため，世界遺産を見に来ている観光客の方からは，よく「本当
にここに人が住んでいるのですか？」と尋ねられます。その一方で，『ひぐらしのなく頃に』
という作品は，「人が暮らしている」ということを，ある意味では伝えているのかと思います。
人が住んでいるというイメージが合掌造りの家屋の強いイメージの中でなかなか構築できな
い中で，そういった作品があることで，「人が暮らす村」としての 1つの姿が伝えられていま
す。この点が，コンテンツ・ツーリズムの可能性を感じるところでありました。説明が拙く
なってしまいましたが，西山先生が仰っていた，イメージの押し付けと地域のアイデンティ
ティと関わってくる部分かと思い，手を挙げさせていただきました。 

 

西山徳明
 ありがとうございました。他の方はいかがでしょうか。 
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石黒侑介
先ほど小林英俊先生が仰っていた 3つの軸に加えて，主体というもう 1つの軸があると思

います。つまり，楽しむという旅行者側の視点です。 

コミュニティが生まれた瞬間に客観的あるいは相対的になり，さらに地域を巻きこむこと
でまさに地域という新たな主体が登場します。ですから，小林先生がおっしゃった 3次元に
もう 1つの要素が加わり，もっと広がっていくように感じます。それを，先ほどの橋爪先生
のお話にもあったように，収斂あるいは一般化を目指して整理していくとなると，30分から
1 時間の議論では終わりません。他のツーリズムにはなくて，コンテンツ・ツーリズムには
あるというプロセスや切り方の独自性をどう特徴づけるか，こうした議論が必要です。 

最終的には，コンテンツ・ツーリズムという題名の研究会なので，当然結論はツーリズム
に関係するものでなければいけないのですが，昨日からの議論では，どうコンテンツを捉え
るかに比較的重きが置かれているように思います。しかし，ツーリズム，つまり人が動くと
いうことを捉えた議論に展開させる必要もあります。たとえば，地域に人が来るということ
を最終目的，あるいは到達点とするならば，やはり旅行者をどう増やすべきか，あるいは経
済効果，非経済的な効果をどう拡大するかという点を検討する必要があります。アニメに関
心がある人の旅行を SITという捉え方をすると，いわゆるコアなマーケットの規模は大きく
ありません。地域の目線でみると，コアな層だけでなく，「アニメに少し興味はある」という
ような裾野の層をどう惹きつけるのかという議論も必要です。 

他のツーリズムとの比較しつつ，周辺領域を埋めながら，コンテンツ・ツーリズムをどう
捉えるのかという議論もあっていいのではないかと思えました。 

 

石川満寿夫
私は CATSに関係するようになって 7年になりますが，一昨日までは，コンテンツ・ツー

リズム，アニメやコスプレは，観光創造研究をする人の中でも，ほんの一握りのオタクの人
の研究だというイメージを持っていました。ところが，昨日小栗さんのお話を伺って，今ま
での考えを変えないといけない，目から鱗が落ちたように思いました。山村先生には，この
7 年間，小栗さんのような人をなぜもっと早く呼んできてくれなかったのか。僕の 7 年間を
返してほしい，というような思いにまで至っています（会場笑）。 

まだ反日感情の醸成や反日教育をされている国の人たちも，コスプレやアニメに惹きつけ
られて来てくれる。スマホなどを通して日本の良さをアピールしてくれて，さらに人が来る
かもしれない。こうしたプロセスは非常に大きな武器になるのだと実感しました。他にある
観光資源も，このような方法を見習っていくのもひとつのあり方と思っています。ただし，
コスプレサミットにも非常に苦労があると思います。また課題もあると思います。きっと，
事務局を担われている小栗さんも非常にご苦労されていると思いますが，ぜひ頑張ってほし
いです。 

もうひとつ些細な要望ですが，来てくれる人たちが「日本は気持ちのいいところだ」と思
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ってくれる時期に開催してもいいのではないかと思っております。せっかく世界からこれだ
け若い人たちが来るのであれば，7月 25日から 8月 2日の名古屋での開催とのことですが，
もう少し時期をずらせないのかなという気もします。ドバイで開催されるＷ杯も暑さ対策の
ため 6月開催を 12月にしようと考えているくらいですから。 

 

山浦修
大学院在学中は，鎗水さん，山村先生の話を聞いて，コンテンツとはアニメのことだと思

っていました。しかし，2 日間参加させていただいて考えが変わりました。私は文化財，特
に遺跡の活用を研究テーマとしているのですが，実は遺跡もコンテンツの 1つであると感じ
るようになりました。 

遺跡はどちらかというと，虚構の世界に属します。発掘された物を復元という形で表現し
ます。あくまでも仮説の 1つが形になっているだけで，虚構だと言う専門家もいる非常に微
妙な世界ということです。 

もう 1つ，オーセンティシティという問題に関しては，日本人のお城に対する考え方にも
表れているように思います。日本人はお城が非常に好きで，1 つの県に 1 つや 2つは復元さ
れたお城がある状況です。その中で，天守閣に限れば，江戸時代から残った真正性の高い天
守閣は 12しかないはずです。ところが現在は，復元を含めれば，天守閣はおそらく 50から
60は存在すると思います。真正性はそこにあるのでしょうか。たとえば現在の大阪城は，豊
臣秀吉を前面に出していて，「太閤のお城」という言い方をします。しかし，現在の復元され
た天守閣がある大阪城は徳川期のものです。多くの方は，こうした細かい話はどうでよく，
「大阪城は秀吉」というイメージを持っているかと思います。また，掛川城というお城があ
ります。ここでは，市長が選挙公約にお城の復元を盛り込んで，実際に復元天守が建ちまし
た。コンクリートではなく木造で復元したことに真正性があるということを売りにしていま
す。一般の方たち含めて，それは素晴らしいものだと，多くの方が訪れるようになっていま
す。こうしたことについて，何かご意見，お考えがある先生がいらっしゃいましたらお伺い
したいです。よろしくお願いいたします。 

西山徳明
ありがとうございます。どのような順番で進めましょうか。まず，先ほどの岩下さんに対

する西川さんのコメントを，私なりに解釈させていただきました。改めて，ご発言いただけ
ますでしょうか。 

 

西川克之
これは，今日の午前中に黒見先生からのご質問に対して，山村先生がお答えになっていた

こととも関わると思います。一部は繰り返しになるかもしれませんが，改めてお話しさせて
いただきます。 
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まずコンテンツ・ツーリズムという言葉は和製英語です。なぜコンテンツと呼び表すのか，
この点をずっと気に掛けていました。私は文学畑出身なので，その言葉が持っている意味合
い，ニュアンス，内包性にどうしても拘ってしまいます。コンテンツという言葉が使われる
他の文脈を考えてみると，コンテンツ産業，作品コンテンツという言い方が真っ先に思い浮
かびます。そこで，コンテンツとは，あらかじめ何かの枠があって，そこに埋め草的にはめ
込まれるものといったような扱いにさえなっているのではないかと考えました。つまり，こ
れは先ほどの橋爪先生の話に重なるかも知れませんが，そもそもコンテンツというものは，
商品として売り買いされる宿命にあるのではないかと思っています。ただ，これを私は批判
的に考えるわけではありません。ツーリズムについても，まがい物，安っぽいという批判が，
近代の中でずっと投げかけられてきましたし，またもちろん，ツーリズムは近代的な仕組み
の中で商業化されてきたという事実があります。しかし，そうした商業化には同時に，大衆
化による文化の非閉鎖性の打破という可能性も感じ取ることができます。ツーリズム研究は，
文学研究などに比べるとはるかに自由度や開放度が高いと私は思っています。コンテンツと
いう言葉には，商品化が宿命づけられているものの，言い方が軽い分だけ敷居が低いという
可能性があるのではないでしょうか。しかし，あらゆるメッセージ，文化的情報をコンテン
ツと考えて良いのかというと，そこは少し気をつける必要があるのかと思います。 

西山徳明
西川さんが仰った「商品化されることが宿命づけられている」ということを 1つの仮定義

とすると，昨日からご発表いただいた内容はほとんど当てはまっているのかもしれません。
私はコンテンツ・ツーリズムという言葉を使うからこそ出来ることをはっきりさせた方が良
いと思うのですが，西川さんが今仰ったことも，こうした問題意識に示唆を与えてくれるも
のであると考えていました。 

西川さんは虚構や敷居の低さ，私は先ほどその点も踏まえて軽さという言葉を使いました。
どのような言葉が良いかは別として，コンテンツ・ツーリズムと称することのメリット，コ
ンテンツ・ツーリズム研究だからこそ出来る，従来の観光研究では出来なかったことは何か
を考えないといけないのではないでしょうか。私はむしろ，張さんのオーセンティケーショ
ンの議論は，コンテンツを重くしてしまっているような気がします。あるいは，すべてがコ
ンテンツだと言ってしまうと，結局は従来型の観光研究とどこかで衝突しなければいけなく
なったり，無駄なことが起きたりするのではないか。このコンテンツ・ツーリズム概念は，
まだ漠然としている状況かと思いつつも，1 つの確固たる概念となったときにはどうなるの
か。橋爪さんがその可能性をすべて論じてくださいました。 

安倍首相が中東を歴訪した際に，中庸という言葉を使っていました。中庸はバランスを取
れる人間のことを言っているのではなく，両極を知る人間が初めて中庸を知ることができる。
おそらく儒教や論語の世界で出ている中庸という言葉はそういう意味ではないかと思います。
この意味で，橋爪さんは，コンテンツ・ツーリズム研究者は両極に広がるうちのどこを研究
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するのですかと問いかけて，整理してくださいました。西川さんは，コンテンツ・ツーリズ
ムならではの敷居の低さというお話をされました。 

こうした点が上手に整理されると，なぜ CATSが，そしてお集まりの皆さんが，コンテン
ツ・ツーリズム研究を，時代の最先端あるいは最重要の研究の 1つとして進めていくのか，
より説明しやすくなります。しかし，コンテンツ・ツーリズムが手を広げ過ぎていくと，結
局は一般のツーリズム研究と何が違うのかと疑問が提示されることになるでしょう。 

あまり司会が話し過ぎてもいけませんので，他の方はいかがでしょうか。 

シートン・フィリップ
私は国際的な面を重視したいと考えています。コンテンツ・ツーリズムの議論が，日本語

で日本国内だけ為されるのはもったいないことです。このコンテンツ・ツーリズムという概
念を世界に発信するために，まず英語で適切な表現を決め，概念自体はどういうものかを決
め，整理した形で発信しなければなりません。    

ですから，今回の会議は非常に有意義であると思います。Sue Beeton先生が，今回の科研
費プロジェクトのメンバーになっていただいたことは，私にとって非常に大きなことです。
Beeton 先生は，世界でも film tourism について初めての本を出版した人として有名です。な
ぜ彼女が，コンテンツ・ツーリズムに興味を持てくれたのか。英語の文献では，film tourism，
film location tourism，media induced tourismなどたくさんの専門用語があるのですが，コンテ
ンツ・ツーリズムはどう違うのか。昨年ベルギーに行った際には，また新しい専門用語が出
たねというややクールな反応もありましたが，説明すればするほど，国際的にも認められる
可能性が高いと私は考えています。 

なぜかというと，film tourismや literature tourismという言い方をした場合に，岩下先生が
発表されたジェーン・オースティンの事例を説明しきれないからです。小説もあるしドラマ
もあるので，どちらなのか言えなくなってしまいます。その場合は，文学とフィルムを超え
る概念が必要です。ですから，コンテンツという言葉は非常に大切です。 

しかし私たちにとって，コンテンツという流行語を使わない時期を選ばなければいけませ
ん。たとえば，『ロード・オブ・ザ・リング』の事例であれば，それは film location tourismと
呼べばよいと私は思っています。これは，コンテンツ・ツーリズムには適合しません。なぜ
かというと，トールキンの小説が出版されただけでは，誰もニュージーランドに行っていな
いからです。ジャクソン監督の映画が公開されてはじめて，旅行者はニュージーランドに行
ったのです。それでは，いつコンテンツ・ツーリズムという概念を使うのか。日本の場合は，
マンガ，アニメ，ゲームは multi-useに同時期に発信されているので，コンテンツという概念
が生まれたと思います。 

今後の課題は，国際的なケース・スタディにおいて，どのようなケースでコンテンツとい
う概念を用いるのか，いつ避けるべきなのかです。これをきちんと決めるのか今回の課題だ
と思います。私は，特にヘリテージとドラマのつながりについてとても興味を持っています。
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しかし，他との組み合わせ，他のパターンをたくさん見いだした上で，いつコンテンツとい
う概念を使えばいいのか考えてみたいと思っています。 

張慶在
先ほど，シートン先生とコンテンツ・ツーリズムの定義について話をしました。個人的に

は，この定義に関しては，西川先生に近い考えを持っています。フィクション性と商品性が
大事ではないかと思います。これは半分は冗談ですが，日本のコンテンツは「この作品はフ
ィクションです」というキャプションが付くことが多いです。小説，アニメ，マンガ，ドラ
マがそうですし，映画は全部ではないですが，やはりこのキャプションが付きます。この場
合に，コンテンツと呼べるのではないでしょうか。このように考えると，神話や宗教はコン
テンツには含まれません。 

フィクションとして特定の場所が描かれている，また，そう思わせるコンテンツ，キャラ
クター，現場，セットを追い求めたり，作家ゆかりの場所に行ったりするのがコンテンツ・
ツーリズムではないかと思います。ワールド・コスプレ・サミットなどのイベントは，そこ
には含まれないかといえば，必ずしもそうではありません。そのコンテンツが関係するとこ
ろのイベント・ツーリズムとして，コンテンツ・ツーリズムの範疇に含まれるのではないか
と考えています。今日の妙木先生のご発表にありましたが，秘宝館もフィクション性を持つ，
完全なるオリジナル・コンテンツであり，秘宝館を訪ねることもコンテンツ・ツーリズムの
中に含まれます。宗先生の研究されている音楽は難しいケースですが，チャン・イーモウ監
督が麗江を舞台に撮られた『単騎，千里を走る。』という映画がありますね。これは伝統をベ
ースにしたフィクションでした。こうしたフィクション性は非常に大事になると思います。 

 

黒見敏丈
この総合討議ではいろいろな意見を伺って，私なりにコンテンツ・ツーリズムの定義を漠

然と考えていたところです。 

コンテンツ・ツーリズムという言葉には，コンテンツを楽しむツーリズムという響きがあ
り，2 日間の発表の中にはこれをテーマにしたご発表もありました。しかし基本的には，コ
ンテンツが誘発する，あるいは新たに作り出す観光行動がコンテンツ・ツーリズムなのだろ
うと考えています。コンテンツがメディアを通して人に対して影響を与える，それは観光行
動を起こす前のことです。ただしそのコンテンツとは，何らかの場所的なものから着想を得
た，あるいは場所的なものをイメージさせるものです。そうでなければ観光行動は起こらな
いので，そこが第 1の条件だろうと思います。それに基づいて人びとが場所的なイメージ形
成をします。先ほど小林先生がお話しになったように，そうしたイメージ形成をした人たち
が，ある種のコミュニティを創る段階があるかもしれません。たとえば SNS を通じてです。
しかし，まだそれはツーリズムではないと思います。イメージ形成をした人が実際にその場
所に足を運び，そこで何らかの行動をする，そうなれば初めてコンテンツに誘発されたツー
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リズムということになります。 

ここでもう 1つ大事な点は，実際にある場所に行って，もともとそこの場所に形成されて
いたイメージとは違う価値観のイメージが形成されることで，初めてそのコンテンツ・ツー
リズムが成立するということです。そして，新たに価値づけられる，あるいは新たにイメー
ジ形成されたものに対して，そこのコミュニティがそれを受容するか，反発するのか，さま
ざまな反応が考えられます。もし，実際にコミュニティを巻き込みながら進んでいくと観光
まちづくりにつながっていきます。こうした流れを考えていくと，ある場所に行ってコンテ
ンツを楽しむというわけではなく，コンテンツに誘発されて行動を起こすということがとて
も大事になります。そして，これが新しい地域のイメージ形成につながる。 

この 2点が欠如してしまうと，コンテンツ・ツーリズムが他のツーリズムと何が違うのか
という点が見えなくなるような気がしました。ご参考程度に述べさせていただきました。 

西山徳明
ありがとうございます。他の方はいかがでしょうか。 

 

片上敏喜
西山先生が指摘されたように，コンテンツ・ツーリズムという言葉を使うからこそ出来る

ことをはっきりさせておく，という点は大切な視点だと思います。コンテンツ・ツーリズム
について不勉強な者が，このように言うのは非常に恐縮ですが，「連結力」のようなものが要
るのかと考えました。 

昨日たまたま山村先生とお話しした際に，山村先生はフックという言い方をされ，初期に
おける良い意味での敷居の低さ，入りやすさを強調されていました。そうした視点から考察
すると，コンテンツ・ツーリズムそのものは，アカデミー賞で例えるなら助演賞になるのか
と思います。主演ではないが，それを助ける俳優に与えられた賞のような役割があると思い
ます。つまり，最初に知ることによって，そこから他の何かへと繋がっていき，先程黒見先
生が仰ったように誘因・要因としての役割を持つのではないかということです。 

コンテンツ・ツーリズムが主役になるという意味ではなく，言葉は適切ではないかもしれ
ませんが，意図的に脇役に回ることで主役を輝かせ，全体のストーリーに躍動感をつくる役
割があると思います。コンテンツ・ツーリズムの特異性は，敷居が低く，取りつきやすいと
ころにおいて，他のツーリズムや地域づくり等の動きの潤滑油になれるところではないでし
ょうか。 

これらの点について，もしよろしければ山村先生にご意見をお聞きできれば幸いです。実
際にこうした連結・潤滑性をもって展開している事例があれば，お聞かせいただければと思
いますが，いかがでしょうか。 
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山村高淑
皆さまコメントありがとうございます。黒見先生が仰ってくださった「ズレ」という表現，

また片上先生にご指摘いただいた「つなげる」という点は私も重要だと考えています。なぜ
コンテンツという言葉を用いるのかを考えると，おそらく異なる主体の間で共有でき，それ
によってつながることができるからだと思います。そこでコミュニケーションという言葉を
冒頭の話で使いました。 

例えば，いくつかの事例においては，最初にある作品のファンがその舞台を訪れた時に，
地域側がファンを拒絶する，あるいはコンテンツ自体を受け入れないということがあり，そ
こでは対話が成り立たないので次のステップへは進みません。しかし，コンテンツそのもの
が両者にとって受け入れやすいものであると，その点をきっかけに話が進みます。しかも敷
居が低い分，どんな人でもその会話に入っていけます。観光まちづくりの議論に展開させる
際にも，入り口として主体の間をつなぐことができる。そしてスタートが切りやすいという
性質があると思います。現場でつぶさに事例を見ていると，上手くこうした観光まちづくり
が進んでいるのは，こうした性格を持つコンテンツや作品が多いように感じます。 

そしてもう 1つ「ズレ」の部分についてです。実際に現場で「ズレ」を知るとことは非常
に重要である私も考えています。アニメの舞台になったいわゆる「聖地」を訪れている人に，
何が楽しいかと尋ねると，作品の中で描かれた背景と実際の風景を照らし合わせて，そのズ
レを妄想で埋めることだと言うのです。実は私自身も一巡礼者としてそう感じます。これは，
1 つの遊びの感覚だと思いますが，実は，描かれたものと実際の地域のズレ，違いを，旅行
者はかなりしっかりと認識しているのです。 

こうしたことをきっかけに，旅行者が地域に入っていく動きがあるのだと思います。こう
したことを可能とするコンテンツとは一体何なのでしょうか。アニメ作品の一部が話題に上
ることが多いのですが，当然他にもあるはずです。こうした観点から今後も研究を続けてい
きたいと思っています。 

 

西山徳明
予定した時間が近づいていますが，もう少しお時間を頂きたいと思います。 

最初にご発表いただきましたが，ここで小栗さんに改めて，2 日間の議論を踏まえてのご
感想やコメントなどを頂きたく思います。 

 

小栗徳丸
なかなかこうした機会に発表させていただくことはないので，さまざまなご意見やご質問

を頂き，私自身の事業を俯瞰して運営できるようになったのではと感じました。大変役に立
ちましたし，観光産業により深く関わりたいと思いました。ありがとうございました。 
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西山徳明
ありがとうございました。それでは，総括はスーパーバイザーの石森さんにお願いできま

すでしょうか。 

石森秀三
私は 2006年 4月に北海道大学観光学高等研究センター（CATS）を創設すると共に，2007

年 4月には大学院観光創造専攻の新設を実現しました。その後，2013年 3月に CATSのセン
ター長を退任し，4月に北海道開拓記念館長に就任しました。いま現在は，1971年に開館し
た北海道開拓記念館と 1992年に開所した道立アイヌ民族文化研究センターを統合して，新た
に 2015年 4月に「北海道博物館」を開設するための仕事に従事しています。 

私事で恐縮ですが，私は今年で 70歳になります。ちょうど今年は戦後 70年ということで
話題になっています。今回，皆様方の素晴らしい基調講演，研究発表，コメントなどをお聞
きしながら，自分の人生を振り返っていました。 

1つは 1964年に開催された東京オリンピックのことです。これをきっかけにして，東海道
新幹線が開業し，その 50年後に北陸新幹線，そして 2016年 3月には北海道新幹線が開業予
定です。1960年代から高度経済成長が始まり，工業立国と貿易立国が軌道に乗って，日本は
経済大国として発展していきました。ご存じの方もいるかと思いますが，1979年にハーバー
ド大学のエズラ・ヴォーゲル教授が『ジャパン・アズ・ナンバーワン』という本を出版しま
した。今から考えるとその頃が日本の大きな岐路であったという感じがします。1981年には
マレーシアのマハティール首相が「ルック・イースト・ポリシー（東方政策）」を提唱して，
日本の発展に学ぶべしと唱えてくれました。そのような状況の中，1986年からバブル経済が
始まりました。ヴォーゲル教授が「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と言いましたが，振り
返ってみるとヴォーゲル教授はあまりコンテンツのことに言及していません。私は決して詳
しいわけではないのですが，その頃からいわゆるクール・ジャパンの原型になるものがさま
ざまなかたちで生み出され始めていたのではないでしょうか。されど，日本は工業立国と貿
易立国を両輪とする経済大国路線が大成功し，ハーバード大学教授に「ジャパン・アズ・ナ
ンバーワン」と高く評価されて舞い上がってしまい，バブル経済に突入しました。 

いずれにしましても，日本は結果として 1980年代後半からものづくりを軽んじて，金融資
本主義に走って行ったわけで，そこが大きな岐路であったと思います。その後，1989年にベ
ルリンの壁が崩壊し，1990年にハーバード大学のジョセフ・ナイ教授が「ソフト・パワー」
という概念を提起しました。1991 年にバブル景気がはじけ，以後「空白の 20 年」と言われ
るデフレ経済の時代を迎えます。そのような状況の中で，アニメなどのコンテンツへの傾倒
があったという感じがします。2002年にダグラス・マッグレイが“Japan’s Gross National Cool”

を提唱し，さらに 2003年から小泉首相のもとで観光立国政策が本格化しました。 

このようにラフに日本の戦後を振り返ると，2つの日本があったように思えます。今は「地
方消滅」が叫ばれ，「地方創生」の必要性が指摘されています。この北海道だけでも現在は
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187市町村がありますが，このうちの 82％が地方消滅の可能性あると，日本創成会議が指摘
しています。日本の中でも特に北海道は非常に厳しい未来が想定されていますので，人口減
少時代における地方創生が重要になっています。そのためにコンテンツ・ツーリズムがいか
なるかたちで地域創生に貢献できるのかということも考えながら，2 日間にわたって皆様方
のお話を聞いていました。 

岩下先生のご発表の中でニュー・ディール政策の話が出ました。アメリカはご存じのよう
に，基本的に連邦政府は文化政策にあまり予算を投入しませんでした。しかし，大恐慌の後
の 1930 年代に，連邦政府は失業者対策で文化事業に予算を投入することになり，パブリッ
ク・アートの推進などさまざまな文化振興策が実施されました。現代の日本においても，経
済産業省は国家政策として「クール・ジャパン」事業を推進しており，日本のさまざまなコ
ンテンツを世界に売りだしていこうとしています。その一方で，日の当たらない領域があり
ます。それはいわゆる日本の伝統文化です。日本の各地域で育まれてきた伝統文化が為す術
もないようなかたちで消え去っています。妙木先生の発表の中で，坂館長は昭和に焦点を当
てて消えゆく文化を残そうしているという重要な指摘がありました。日本のポップカルチャ
ーやコンテンツに関わるものが世界の注目を浴びている一方で，肝心の日本の伝統文化が
刻々と消滅していくということも現実なのです。 

私は，北海道遺産協議会の会長を務めています。北海道遺産は次世代に受け継いでいくべ
き，未来につながる貴重な宝もののことであり，2001年と 2004年に道民参加の下で 52件が
選定されています。その一方で，政府は 2015年度に「日本遺産」という制度を作ろうとして
います。これは観光立国政策とも関係があり， 2020 年の東京オリンピック・パラリンピッ
クの開催に向けて，単体の文化財，文化遺産ではなくて複数の文化遺産をパッケージ化し，
ストーリー性を付与して 100件ほど選定したいという意向のようです。しかし残念ながら，
いまのところ北海道においては申請そのものがゼロです。私や西山先生，池ノ上先生，石黒
先生は現在広島県の尾道市における観光資源の価値向上戦略の仕事をしていますが，尾道は
すでに日本遺産に申請しています。ところが北海道の場合には，北海道遺産が 52件もありな
がら，日本遺産への申請がゼロである，というのは残念な現実です。地域住民や自治体の意
識が低いようですし，北海道遺産協議会としても少し責任を感じています。 

今回の研究会を通して，コンテンツ・ツーリズムにはまださまざまな課題があり，今後そ
の概念をいかに世界に広めていくのか，そしてそれには相当の工夫が必要であることが議論
されました。そういう中で，シートン先生や山村先生を中心にして推進されている科学研究
費補助金の基盤研究Aのプロジェクトが今後大きな成果を上げるであろうことが期待されて
います。そのような共同調査研究プロジェクトを通して，世界に対して日本の学術的貢献と
してコンテンツ・ツーリズム研究を打ち出していってください。 

今日もさまざまな議論がなされたように，コンテンツ・ツーリズム研究はまだ数多くの課
題を抱えていますが，ようやく本格的なプロジェクトが始まったということを知りまして，
おそらく 4 年後に再び観光創造研究会が開催されて，5 年間の成果を踏まえて世界に対して
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重要な学術的貢献がなされることを期待しています。簡単ではありますが，私のコメントを
終わらせていただきます。皆さま，本当にありがとうございました。 

西山徳明
石森さん，ありがとうございました。ご発表いただいた方々，そして山村さん，本当にあ

りがとうございました。これをもちまして観光創造研究会を閉じさせていただきます。 
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