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【書籍】 

2008年8

月15日 

Takeshi 

OKAMOTO 

The role of student volunteers 

in tourism and building up a 

sustainable operating system 

-“providing information and 

knowledge model “and 

“ common pleasure model”-  

SUSTAINABLE TOURISM 

Ⅲ Wit Pr/Computational 

Mechanics (2008/8/15)  

C. A. Brebbia (編集), F. D. 

Pineda (編集) , pp.121-129. 

 

http://www.witpress.com

/ 

2009年8

月30日 
岡本健 

アニメによる地域ブランディン

グとマーケティング 

～埼玉県鷲宮町における「らき

☆すた」聖地によるまちづくり

の事例から～ 

「観光の地域ブランディング」敷田麻実・内田純一・森重

昌之（編著）学芸出版社, pp.70-80 

2009年

10月1日 

 

岡本健 

らき☆すた聖地「鷲宮」巡礼と

情報化社会 

「観光の空間」神田孝治(編） ナカニシヤ出版, 

pp.133-144. 

2010年3

月20日 

山村高淑・

岡本健（編） 

次世代まちおこしとツーリズム 

鷲宮町・幸手市に見る商店街

振興の未来 

北海道大学観光学高等研究センター叢書4号 

【学会発表論文・研究ノート・論文】 

業績区

分 

査読 時期 著者・発

表者・参

加者 

タイトル 発表・掲載先 URL 

学会発

表論文 

無 2007年

12月 

岡本健・

敷田麻

実・森重

昌之 

「観光地における持続可

能なボランティア組織の

条件 ―北大キャンパスビ

ジットの事例から―」 

第22回日本観光研究学会全国大会

学術論文集, 日本観光研究学会, 

22, pp.363-364,  

学会発

表論文 

無 2007年

12月 

岡本健・

山村高

淑・大谷

あやの・

小野千咲 

「北大キャンパス空間の

観光活用のあり方に関す

る研究 その１―キャンパ

スツアーにおける学生ボ

ランティアシステム構築の

試みとその持続に向けた

課題の提出―」 

第22回日本観光研究学会全国大会

学術論文集, 日本観光研究学会, 

22, pp.17-20, 



学会発

表論文 

無 2008年

2月29

日～3

月3日 

岡本健 「観光客と地域住民の社

会的相互作用に関する研

究 ～交換理論の適用可

能性の検討～」 

北海道大学観光創

造フォーラム「ネオツ

ーリズムの創造に向

けて」報告要旨集, 

北海道大学観光学

高等研究センター, 

pp.127-130, 

http://hdl.h

andle.net/2

115/34709 

研究ノ

ート 

無 2008年

7月 

岡本健 「アニメ聖地における巡礼

者の動向把握方法の検

討 : 聖地巡礼ノート分析

の有効性と課題につい

て」 

観光創造研究, 北海

道大学観光学高等

研究センター, No.2, 

pp.1-13,（2008） 

http://hdl.h

andle.net/2

115/34672 

学会発

表論文 

無 2008年

11月 

岡本健・

山村高淑 

「観光行動中に観光者が

得る情報に関する一考察 

～観光現象を分析するた

めの情報理論の構築に

向けて～」 

第23回日本観光研究学会全国大会

学術論文集, 日本観光研究学会, 

23, pp.483-484 

学会発

表論文 

無 2008年

11月 

櫻井佑

実・岡本

健・山村

高淑 

「湯治宿の機能と課題に

関する一考察 ～観光・療

養・文化の観点から～」 

第23回日本観光研究学会全国大会

学術論文集, 日本観光研究学会, 

23, pp.481-482 

学会発

表論文 

無 2008年

11月 

曲賽賽・ 

岡本健・

山村高淑 

「イサム・ノグチとユネスコ

庭園～作品の背後にある

人生と旅の経歴～」 

第23回日本観光研究学会全国大会

学術論文集, 日本観光研究学会, 

23, pp.489-490 

学会発

表論文 

無 2008年

11月 

岡本健・

山村高

淑・松本

真治・坂

田圧巳 

「アニメーション作品が観

光振興に与える影響に関

する研究（その１）～アニ

メ聖地巡礼の誕生と展開

～」 

第23回日本観光研

究学会全国大会学

術論文集, 日本観光

研究学会, 23, 

pp.349-352 

http://hdl.h

andle.net/2

115/34972 

学会発

表論文 

無 2008年

11月 

山村高

淑・岡本

健・松本

真治・坂

田圧巳 

「アニメーション作品が観

光振興に与える影響に関

する研究（その2）～埼玉

県鷲宮町における「らき☆

すた」聖地巡礼の展開経

緯と来訪者動態について

～」 

第23回日本観光研

究学会全国大会学

術論文集, 日本観光

研究学会, 23, 

pp.353-356 

http://hdl.h

andle.net/2

115/34973 



学会発

表論文 

無 2008年

11月 

石川美

澄・岡本

健・山村

高淑・松

本真治 

「アニメーション作品が観

光振興に与える影響に関

する研究（その3）～埼玉

県鷲宮町における「らき☆

すた」聖地巡礼者の属性

と旅行形態に関する考察

～」 

第23回日本観光研

究学会全国大会学

術論文集, 日本観光

研究学会, 23, 

pp.357-360 

http://hdl.h

andle.net/2

115/35001 

学会発

表論文 

無 2008年

11月 

大谷あや

の・岡本

健・野中

萌・坂田

圧巳 

「アニメーション作品が観

光振興に与える影響に関

する研究（その4）～「らき

☆すた」聖地における巡

礼者の人数把握方法につ

いて～」 

第23回日本観光研究学会全国大会

学術論文集, 日本観光研究学会, 

23, pp.361-364 

論文 無 2008年

12月19

日 

岡本健 観光情報革命時代のツー

リズム(その2)～観光情報

革命論（破）～ 

文化資源マネジメン

ト論集 Web-Journal 

of Tourism and 

Cultural Studies, 2, 

pp.1-6. 

http://hdl.h

andle.net/2

115/35065 

論文 無 2009年

1月20

日 

岡本健 観光情報革命時代のツー

リズム（その4）～「旅行情

報化世代」～ 

文化資源マネジメン

ト論集 Web-Journal 

of Tourism and 

Cultural Studies, 6, 

pp.1-16. 

http://hdl.h

andle.net/2

115/35334 

学会発

表論文 

無 2009年

2月27

日 

岡本健 情報化社会における自律

的観光のあり方に関する

研究 : アニメ聖地巡礼者

の旅行行動の特質とその

課題 

第4回観光創造フォ

ーラムポスターセッシ

ョン報告要旨

集.pp.87-90 

http://hdl.h

andle.net/2

115/36096 

論文 無 2009年

3月26

日 

岡本健 アニメ聖地巡礼の誕生と

展開 

CATS叢書Vol.1『メデ

ィアコンテンツとツー

リズム』第2

章.pp31-62 

http://hdl.h

andle.net/2

115/38112 

論文 有 2009年

3月31

日 

岡本健 ホスピタリティ研究におけ

る分析枠組みに関する一

考察 

－ホスピタリティ認知概念

HOSPITALITY, 16, 

pp.129-136. 

 



を用いた研究方法の提案

－ 

学会発

表論文 

有 2009年

5月21

日～23

日 

Takeshi 

OKAMOT

O 

A Study on Impact of 

Anime on Tourism in 

Japan: 

A case of “Anime 

Pilgrimage” 

2nd International 

Conference on 

Impact of Movies and 

Television on 

Tourism 

http://hdl.h

andle.net/2

115/38539 

学会発

表論文 

無 2009年

5月 

岡本健 アニメ聖地巡礼行動にお

ける巡礼者の情報環境に

関する研究 

概要集 第6回観光

情報学会全国大会in

加賀市 観光と地域

再生, p.11 

http://hdl.h

andle.net/2

115/38537 

学会発

表論文 

無 2009年

8月 

岡本健 来訪者の回遊行動を誘発

する要因とその効果に関

する研究 

～埼玉県北葛飾郡鷲宮

町における「飲食店スタン

プラリー」を事例として～ 

二〇〇九年度大会（東北）学術講演

梗概集 F-1 都市計画 建築社会シ

ステム, pp.219-220. 

学会発

表論文 

無 2009年

9月 

岡本健 情報化が旅行者行動に

与える影響に関する研

究 : アニメ聖地巡礼行動

の事例分析から 

2009年日本社会情

報学会 (JSIS & 

JASI) 合同研究大会 

研究発表論文集, 

pp.364-367. 

http://hdl.h

andle.net/2

115/39287 

学会発

表論文 

無 2009年

9月 

岡本健 観光旅行者のホスピタリ

ティ認知計測に関する研

究 

～アニメ聖地巡礼ノートの

分析から～ 

日本ホスピタリティ・

マネジメント学会 第

18回全国大会研究

発表要旨集, 

pp.22-23. 

http://hdl.h

andle.net/2

115/39335 

研究ノ

ート 

有 2009年

9月 

岡本健 アニメを動機とした観光行

動の実態に関する研究～

埼玉県北葛飾郡鷲宮町

におけるアニメ聖地巡礼

者の動態分析から～ 

観光・余暇関係諸学

会共同大会学術論

文集, pp.43-50. 

http://hdl.h

andle.net/2

115/39365 



学会発

表論文 

無 2009年

10月 

佐藤翔・

逸村裕・

山村高

淑・岡本

健 

機関リポジトリコンテンツ

の受容と他メディアからの

影響：今頻度利用文献を

中心に 

第57回日本図書館

情報学会研究大会

発表要綱,pp.49-52 

http://hdl.h

andle.net/2

241/104140 

学会発

表論文 

有 2009年

10月 

岡本健 情報社会における旅行者

と地域住民の関係構築の

あり方に関する研究 

―埼玉県鷲宮町で見られ

るアニメ聖地巡礼行動を

事例として― 

日本地域学会第46

回（2009年）年次大

会学術発表論文集

(CD-ROM) 

http://hdl.h

andle.net/2

115/39592 

学会発

表論文 

無 2009年

11月21

日（土） 

岡本健 情報文化としてのアニメ

聖地巡礼 

情報文化学会講演

予稿集, pp.95-98. 

http://hdl.h

andle.net/2

115/39930 

学会発

表論文 

無 2009年

11月 

岡本健、

釜石直

裕、松尾

友貴 

旅行者の観光資源に対

する認識の変化に関する

研究～豊郷小学校旧校

舎群における来訪者の認

識変化について～ 

第24回日本観光研究学会全国大会

学術論文集, 24, pp.221-224. 

学会発

表論文 

無 2009年

11月 

張 慶

在、平 

侑子、岡

本 健 

若者の海外旅行離れの

実態調査に関する研究

（その１） 

～既往の調査・研究に関

する批判的検討～ 

第24回日本観光研究学会全国大会

学術論文集, 24, pp.355-356. 

学会発

表論文 

無 2009年

11月 

田部井 

華代子、

陳 彦

丞、藤井 

琢哉、岡

本 健 

若者の海外旅行離れの

実態調査に関する研究

（その２） 

『若者の旅行実態』を明ら

かにする手法の研究 

第24回日本観光研究学会全国大会

学術論文集, 24, pp.357-358. 

学会発

表論文 

無 2009年

12月 

岡本健 情報社会における旅行行

動の特徴に関する研究―

アニメ聖地巡礼と大河ドラ

マ観光の比較・検討を通

して― 

観光情報学会第1回

研究発表会講演論

文集, pp.45-52. 

http://hdl.h

andle.net/2

115/40101 



論文 無 2010年

3月20

日 

岡本健 アニメ聖地巡礼の特徴と

研究動向 既往研究およ

び調査の整理を通して 

北海道大学観光学高等研究センタ

ー叢書4号「次世代まちおこしとツー

リズム 鷲宮町・幸手市に見る商店

街振興の未来」, pp.91-109 

論文 無 2010年

3月20

日 

岡本健 鷲宮町商工会ホームペー

ジのアクセス数の推移 

2009年12月と2010年1月

に着目して 

北海道大学観光学高等研究センタ

ー叢書4号「次世代まちおこしとツー

リズム 鷲宮町・幸手市に見る商店

街振興の未来」, pp.128-131 

論文 有 2010年

3月31

日 

岡本健 観光ホスピタリティ認知概

念の構築 

HOSPITALITY、17、  

学会発

表論文 

有 2010年

4月 

岡本健 情報社会における観光地

域経営に旅行者が果たす

役割―埼玉県北葛飾郡

鷲宮町におけるアニメ聖

地巡礼型まちおこしの事

例分析から 

日本情報経営学会

第60回全国大会予

稿集,pp.105-107. 

無し 

論文 有 2010年

5月 

岡本健 コンテンツ・インデュース

ト・ツーリズム―コンテン

ツから考える情報社会の

旅行行動 

コンテンツ文化史研

究、3号、pp.48-68. 

http://hdl.h

andle.net/2

115/43181 

学会発

表論文 

無 2010年

8月 

岡本健 観光地域ブランディングと

旅行コミュニケーション 

日本ホスピタリティ・

マネジメント学会第

19回全国大会研究

発表要旨集、

pp.16-17. 

http://hdl.h

andle.net/2

115/43763 

 

 


