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橋爪 ｜ 文化創造産業振興とコンテンツ・ツーリズム ｜ 

文化創造産業振興とコンテンツ・ツーリズム 
総合コメントに代えて 

 
橋爪紳也 

大阪府立大学 21世紀科学研究機構教授／大阪府立大学観光産業戦略研究所長 
 

大阪府立大学の橋爪です。総合コメントということで，文化産業振興とコンテンツ・ツ
ーリズムについてお話しします。前半で総合コメントをさせていただき，後半では実施し
た調査の導入部分をお話ししたいと思います。お手元の資料には，私の略歴と，リヨンに
おけるフェスティバルの展開に関する文章，数年前に出版した本の目次をお配りしており
ますが，これらは時間があればお話しさせていただきます。基本的には，前方にスライド
を映しながらご説明いたします。 

私は中国の浙江大学の客員教員をしておりますが，観光コンテンツの研究を共同で行っ
ています。コンテンツに関する研究，特にツーリズムに関わる部分では，苦い思い出がご
ざいます。1990 年代に世界のテーマパークの比較・調査を行い，次の展開を考えた結果，
日本のアニメを研究対象とすること，特に世界的に人気のある作品ということで『機動戦
士ガンダム』に行きつきました。その後，「国際ガンダム学会」を立ち上げようと，私が会
長となり，何人かの研究者とともに旗をあげました。当時，広島をアニメに関する拠点に
しようというビエンナーレが企画されていましたので，広島の経済同友会，広島電鉄，広
島ホームテレビと一緒に，学会の立ち上げを企画したのです。2008 年 7 月に，広島アニメ
ーション・ビエンナーレのメインプログラムである「ロボットアニメエキスポ」において，
機動戦士ガンダムを研究する世界中の学者が連携する「国際ガンダム学会」を発足させる，
とテレビ局の社長と私でプレス発表いたしました。その際，著作権者の了承を得て媒体資
料を作成しました。キャッチコピーは「国際ガンダム学会大地に立つ」というものです。
この意味合いは，『ファーストガンダム』を分かる人だけ分かっていただければと思います。
そもそも，コンテンツ・ツーリズムの研究は，対象となっているコンテンツを分かる人し
か分からないという最大の問題があります（会場笑）。 

話は戻りますが，事前に了承を得てスライドでご覧いただいているポスターを作りまし
た。設定上はガンダムの高さが 16 mであり，宮島の鳥居も同じ高さであるため，並べてみ
たらこのような感じかということで，このポスターを作り，プレス発表もしました。当時
の私の思いは，「未来学」という日本では弱い分野の学術研究を真面目に進展させようとい
うものでした。「未来学」とは，将来このようなライフスタイルがあり，ここまでテクノロ
ジーが進めば何が可能か，と議論する学問であります。日本でも 70年代には，現状から未
来の可能性を想定して，実際の研究を進めていくということが盛んに議論されていました。
しかし最近では，技術系以外では未来社会を学問とするということはあまり行われていな
いように思います。 

そこで私は，コンテンツ研究を装いつつも「未来学」を発展させるべく，「国際ガンダム
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学会」を立ち上げました。「国際ガンダム学会」の研究のテーマは，宇宙世紀の実現性，宇
宙移民の可能性を考える，地球と宇宙の人類の対立構造，スペースノイドの社会心理学，
ニュータイプとはどのような人か，地球愛と故郷愛に関する考察，ジオン革命に関する考
察，テクノクラートの政治，連邦軍とはいかなるものか，戦場における人の意識の革新の
可能性，ガンダムの国際的普及動向と経済効果などがあります。物語世界にある様々なト
ピックを，現在の我々の科学技術，あるいは社会生活における議論に重ね合わせて，何が
どこまで実現するのか，何が可能なのかを考えようという試みです。海外においてもガン
ダムに関する論文が何本か出ていたので，こうした研究者を集め，分野を超えたガンダム
世代の研究者と議論しようと真面目に考えました。 

ところが，この「国際ガンダム学会」は失敗しました。なぜかというと「国際ガンダム
学会大地に立つ」というプレス発表が Yahoo! JAPANのトップに出てしまい，さまざまな反
対意見が出てしまったからです。最も多かった大学への批判は，「なぜ平和都市である広島
で戦争に関する研究をするのか」というものです。また，学術研究のための研究資料とし
て，ガンダムのビジュアルを使わせていただくと内諾を得ておりましたが，Yahoo! JAPAN

のトップに出たということで，逆に営利目的ではないのかという誤解を各所に生む結果に
もなってしまいました。もう一度，学会を起こしたいと思いつつも，「国際ガンダム学会」
は準備会議を 1 回開催したのみで，設立は頓挫しました。準備会議では，国際言語の専門
家が国家と空間を超えた言語とはどういったものか，物理学の専門家がメガ粒子砲は可能
であるか，などの発表を行いました。「国際ガンダム学会」は大地に立てず，「若さゆえの
過ちは認めたくない」という結果になりました。 

さて，スライドでいくつかの事例をご紹介しますが，先に申しましたように，学術研究
とコンテンツとの関係性は，作品世界に頼れば頼るほど，それを理解している人しか本質
を理解できない狭い世界になってしまいます。この点が，今回の一連の報告においても限
界を感じるところです。果たして普遍的に議論できるものなのだろうかと思います。スラ
イドでご覧いただいている写真は，ガンダムに関するツーリズムの事例で，最近話題にな
ったシャア専用ラピート号です。内装はきちんとジオン公国のデザインになっています。
こうした，ある世代のある作品のファンにしか分からないような出来事や社会的な事象を，
いかに普遍的な議論へと展開していくかという点には工夫が必要です。 

今回の山村先生の問題提起された 4 つのテーマを 3 つの課題に整理すると，第 1 に観光
文明史の視点からコンテンツ・ツーリズムの役割を考えよう，第 2 にコンテンツ・ツーリ
ズムの再定義をしよう，第 3 にコンテンツ・ツーリズムに関する重要な論点を示そう，と
いうものであったかと理解できます。これに対する私の感想をいくつか申し上げます。 

1つには，「コンテンツ・ツーリズムをめぐる言説」と，「コンテンツ・ツーリズム研究を
めぐる言説」が絶えず入り混じるので，その点の整理がないと混乱を招くという点です。
かつ，コンテンツ・ツーリズムという概念を拡散させ，最大限に広げようという枠組みが
設定されているにもかかわらず，「コンテンツ・ツーリズム研究」の枠組みはしばしば収斂
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に向かい，話題を狭く絞ってお話しをされようとするので，私は，昨日今日と困惑をして
います。つまり，概念を拡散させようとしつつ，議論は狭めようということを山村先生は
仰っておりますが，これは無理難題ではないでしょうか。ただし，出口戦略としてここで
検討されなければならないのは，「コンテンツ・ツーリズム研究」ではなく，「コンテンツ・
ツーリズム論」の枠組みを広げることを是とするならば，ありとあらゆる研究成果はすべ
て肯定的に位置づけることができるかもしれないということです。一方で，「コンテンツ・
ツーリズム研究」の規範化を目指すのかどうかも重要です。おそらく私たちは，この双方
を行わねばなりません。結局，「コンテンツ・ツーリズム研究」や「コンテンツ・ツーリズ
ム学」ではなく，「コンテンツ・ツーリズム論」というレベルで議論することになるのでし
ょう。 

これまで申し上げたことと少し重複しますが，そもそもコンテンツとは，コンテナの中
身・内容物のことなので，人間の活動が産む情報，その組み合わせのすべてを含んだ概念
です。コンテンツ概念の再定義をする場合には，文化そのものにまで至りうる概念をコン
テンツとして拡大解釈すれば，たとえばアニメを対象とするものは，「アニメコンテンツ・
ツーリズム」である，という議論になります。つまり「広げた上で狭める」ということで
す。このコンテンツ概念は，あまりにも広義で融通無碍すぎます。「アニメコンテンツ・ツ
ーリズム」以外では，「神話コンテンツ・ツーリズム」，「演劇コンテンツ・ツーリズム」な
ど，類型があればあるほど，30や 40，50もの「コンテンツ・ツーリズム」という概念があ
り，それに関する論があるということになります。つまり，「 コンテンツ・ツーリズム・
スタディーズ」という枠組みになるであろうと思われます。こうなると複数形表記が重複
します。文化の多様性により，複数形が二重になって，いかなる論考でもすべでも飲み込
みうるということです。それぞれ多様でよいという結論になりますが，これでは議論は拡
散をするしかありません。 

次の段階では，おそらく類型間の比較に入るのではないでしょうか。「神話ツーリズム」
はこのようであるが，「アニメコンテンツ・ツーリズム」はこうであるという議論です。は
たして生産的かどうかはさておき，このように拡散と収斂を繰り返し，議論に横串を刺す
ことを重ねていくということがなされるのでしょう。このプロセスそのものに意味がある
はずです。この点を我々は考えていかなければならないだろうというのが，1点目の所感で
す。 

続いて 2 点目は，コンテンツ・ツーリズムの役割についてです。今回山村先生は，歴史
と世代間の断絶，国家／地域／文化の対立という課題に対して，コンテンツ，メディア，
コミュニケーションの面から考える，これが「交流の仕組み」としての「コンテンツ・ツ
ーリズム論」であると限定されています。しかし，交流の仕組みと限定したことによって，
概念の使い勝手が悪くなってしまいます。つまり，なんらかの保留を付けていくことでは
じめて成立していくという点は私には疑問です。一方で，一般に「コンテンツ・ツーリズ
ム論」と言われるものは，現象の事例紹介に注視しがちで，結論は往々にして既存の観光
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研究の枠からはみ出さないということになります。ここを突破する視点が確実に必要です。
そのブレイクスルーがあるとするなら，また，我々の研究会の 1 つの拠り所が観光文明史
の視点であるとすれば，文明論のスケールで見るべきだろう思います。だたし，私は産業
社会から情報社会への単線の進化という前提自体に関して若干懐疑的です。なぜかという
と，産業社会と情報社会は，たえず，そして今も混在しています。さらに，メタレベルで
の，二次的なコンテンツが常に再生産されるので，産業社会と情報社会を往還しながら，
次の段階に進んでいると思われます。 

総じて言えばコンテンツの生産と消費に関する大きな歴史観や，相対化するための視点
が必要です。たとえば，文明の所産であるコンテンツに関するツーリズムは普遍性をもっ
ています。限定付きの表現でありますが，基本的に世界に広がったコンテンツ，文明の所
産としての普遍性を持ったものが存在します。たとえば，私がかつて研究を進めていた，
ディズニーランド的なもののアジアへの広がりや，ウォルト・ディズニーが描いた理想を
形にしたディズニーランドというものが，換骨奪胎されて「アメリカ流テーマパーク」と
して理解され，アジア全般に広がったことなどがあります。90 年代には中国で大テーマパ
ークブームが起こり，今までは東南アジアを含めてテーマパークのブームが発生していま
す。また，昨年私がリバプールへ行った際には，ビートルズの聖地観光をしてきました。
Cavern Clubへ行き，Penny Laneへ行き，Strawberry Fieldsへ行って，Mathew Streetで土産物
を買う，という世界中からビートルズのマニアを引きつけるような聖地観光があります。
さらに，今年はフィンランドがムーミンを強く売り出しています。文化を超えて世界に広
まったコンテンツがツーリズムを起こしています。 

一方で議論になっているのが，日本人固有の観光行動です。また，アジアの観光大爆発
などを想定しながら起こってくる，新しい観光の流れがあります。たとえば，先ほど紹介
のあった『アルプスの少女ハイジ』観光は，かなり日本人に限定的であり，ピーターラビ
ットも日本人は大好きです。また，私はタスマニアに先日行ってきましたが，そこには『魔
女の宅急便』の舞台と言われているパン屋があります。ジブリ非公認ですが，日本人がタ
スマニアに行くと必ず連れていかれるようです。しかし，ご覧の写真を見比べていただけ
れば分かるように，まったく似ていません（会場笑）。宮崎駿先生がときどきタスマニアへ
行っていたそうで，勝手にモデルにしたと現地では言い張っているそうです。また，この
パン屋へ行くと，日本人のアルバイトがいて，キキとあだ名で呼ばれているそうです。中
国やアジアから来た，スタジオジブリの映画をわかっている観光客は，ここはそういう場
所だと理解し，いっぽうで原作を知らないオーストラリア人はさほど興味はないようです。
海外からの観光客と地元の人の間で価値の共有が出来ておらず，特殊な日本人がやたらと
押しかけてくる，ということだけでビジネスが成立しています。 

ポイントは，昨日の山村先生の資料に結語的に書かれているのが「交流型のコンテンツ・
ツーリズム論」であることです。さらには「コンテンツ・ツーリズム型観光まちづくり論」
であり，かなり限定的な用法を示されています。山村先生のペーパーに書かれている論点，

-222-



橋爪 ｜ 文化創造産業振興とコンテンツ・ツーリズム ｜ 

コンテンツ，コミュニケーション，メディアミックスの関係性や，旅行者と地域社会の価
値共有，旅行者の能動性と創造性を再評価すること，新旧コンテンツの融合などは，限定
的な枠の中でなら成り立つということでしかありません。これに対して我々はどう考える
のかということは議論されるべきで，また実践に向けた議論の萌芽にもなると思います。 

一方で，欠落している視点がいくつかあります。「コンテンツ・ツーリズム論」が，ここ
数年で急に盛んになったのは，明らかにジャパン・アニメーションの世界的な浸透と，日
本における観光立国政策との間に親和性があったためです。さも戦後日本が生み出した，
もっとも素晴らしいソフトパワーがアニメだという議論がこの 10年で急速に広まっていま
す。従来内向きだったオタクが元気になったということで評価をするという議論が昨日も
ありました。国策との関係が密な議論になりがちである一方，従来我々が議論してきた内
発自律型の観光というテーマから考えるとどうなのか。つまり，内発的に日本のアニメ産
業と，アニメファンのオタク文化から生じてきたものが，この段階で急に国策に沿うよう
になりました。それを超える新たなクリエイティブなアニメ文化がさらに出てくれば，持
続可能なコンテンツ生産と言えるでしょうが，ここで現状のストックをマネジメントする
形態になってしまえば，なかなか次の展開には発展しないと思われます。 

ただし，「コンテンツ・ツーリズム」という日本発の概念を世界の学術界で普遍化してい
くということは，重要なことであります。ここはぶれないとは思います。その方向性は，
日本のコンテンツに限定していく議論と，より広い文脈から語る議論の 2 つがあります。
後者については，たとえば先ほどの話のように，文明史的にアメリカのアニメが日本に入
る，あるいは世界的なミュージシャンの聖地があるという文脈から語られる，近年のジャ
パン・コンテンツに関するツーリズムと，今後広がるであろう，アジアにおけるコンテン
ツ・ツーリズムとの位置づけを考察していくことから，議論が成立していくだろうと思い
ます。 

さらに言えば，現在のところはコンテンツ・ツーリズムを基本的に肯定的に議論しがち
で，客観的，批判的に論じる視点が不充分という状況があります。たとえば，コスプレイ
ヤーが施設内で写真を撮影するために，「明治村」など各地の観光施設で出入りを禁止され
た事例など，さまざまなところで社会的に問題が起きた時期がありました。そのようなこ
とを超えて，コスプレイヤーの中で一定のルールのようなものが出てきましたが，これは
ごく最近のことではないでしょうか。コンテンツ・ツーリズムがもたらした課題を，批判
的に見る視座も不可欠です。 

もう 1点は，先にも申しましたが，「コンテンツ・ツーリズム論」を規範化していくよう
なフレームを考えるかどうかです。たとえば，政策研究や産業研究など，上位の日本のコ
ンテンツ産業論に類するものの他，国際比較，著作権関係で必ず欠かせない法制度，マー
ケティング，プロデュース論，マネジメントに関する議論など，多様な研究を相当に深め
ていく必要があります。我々は単に現象を分析するのではなく，次の段階に水準を高める
ためには，戦略的にどのような方法を採ればよいのかを考えなければなりません。私自身
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の関心は，基本的なところにあります。それは，ありとあらゆるコンテンツは「非観光コ
ンテンツ」であるため，それを「観光コンテンツ」にするという，操作・作業が為される
必要があるということです。たとえば，聖地に関しても，聖地そのものの定義がどのよう
なものであるかではなく，従来は聖地ではなかったところを「聖地化」するというプロセ
スに，ノウハウとスキルが必要になります。また，真正性をめぐる議論についても，本来
は真正ではない価値や出来事を「真正化」させるために，さまざま手法が用いられます。
メディアミックスと言えるのかもしれませんが，何をもって真正かという議論ではなく，
我々は，真正ではない数々のものを，いかに真正なものに転じさせるのかというあたりの
方法や思想に関心があるのです。 

現在，私の研究における 1つの中心的な命題は，コンテンツと祭礼との融合です。私は，
世界中で観光地として急速に注目されている，フェスティバルを巡る調査をしています。
観光コンテンツではない祭礼を，フェスティバル的な展開を用いて観光コンテンツ化する
営為に興味があります。フード・フェスティバルや，サーカスのフェスティバルなど，さ
まざまなフェスティバルがありますが，ヨーロッパの仕組みはなかなか日本には入ってき
ません。「箱モノ」ではなく，町全体を祭りの場，コンテンツの場とするということが重要
であります。先日，フェスティバル都市の研究の実践として，「光の饗宴」というイルミネ
ーションのイベントを大阪で行いました。実質，1,000万人を動員しているイベントで，こ
の数年間は私が実行委員長と総合プロデューサーをしていました。このイベントのモデル
は，フランスのリヨンの伝統的なお祭りです。リヨンでは，伝統的なお祭りを 4日間で 500

万人も集めるフェスティバルに変えたという事例があります。このようなことを参考にし
ながら，仕組みを考えて実践をしているところです。今日は，時間がありませんので，こ
の話題はここでやめさせていただきます。 

それでは，残りの時間を使い，配布した資料の目次にもありますように，拙著『創造す
るアジア都市』に記したケーススタディの話を少しさせていただきます。私はかねて，コ
ンテンツ・ツーリズム研究で考えなければならないのは，産業政策と比較する視点である
と考えていました。この具体例として，『創造するアジア都市』には，アニメ・マンガで有
名な中国の杭州のイベントや，雑技の故郷，サーカスの町である呉橋の事例が載っていま
す。呉橋は，町中に 40以上のサーカス団があり，地場産業がサーカスです。私は，1990年
代から何度か，呉橋にフィールドワークに入っており，その報告も掲載しております。ス
ライドでご覧いただいている写真は『創造するアジア都市』の表紙ですが，この本は 2009

年に出版したものなので，多くは 2007，2008年の調査時の写真です。 

ご参考までに紹介いたしますが，この続編となる本『ツーリズムの都市デザイン』を 2015

年 5 月に出版する予定です。ツーリズム・オリエンテッド・アーバン・デザインの事例を
紹介するものです。ツーリズムという概念を入れることによって，閉じている都市デザイ
ンが変わってきているということをまとめた本です。アジアだけでなくロンドン，パリ，
フランスの都市を多く紹介しております。 
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本題に戻ります。『創造するアジア都市』で示した基本的な前提は，今後アジア内での都
市間競争が始まるであろう，もしくはもう始まっていて，メガ・リージョン同士で競争を
しているということです。文化創造産業やコンテンツに関するビジネスでも競争がなされ
ているという前提を元に，各都市の状況を調べました。ご覧のスライドにもありますが，
中国が国策として文化創意産業振興を言い出したのは，2000 年の第十次五カ年計画からで
す。日本ではこれを創造産業といって，クリエイティブ・インダストリーと略しています
が，中国では創意産業といいます。したがって，中国では文化産業，創意産業，ないしは
文化創意産業という概念のもとに，ここ 15年間，国策としての振興策が進行しているわけ
です。しかしながら，都市ごとに産業の重点が異なっています。北京では，文化産業の振
興が重点化されています。現代美術のオークションが盛んで，出版，放送等も盛んです。
また，上海では，デザインが重視され，深センもデザインのクリエイティビティに力を入
れています。杭州は，動漫（アニメ，マンガ）に重点を置いています。 

2012 年に中国の文化部が示したプランが，文化産業倍増計画です。このスライドに「十
二五」と書いてあるのは，第十二次五カ年計画という意味です。また，倍増というのは，
売り上げの目標値を 5 カ年で倍増するということです。この計画では，重点対象分野を園
芸・芸能，娯楽・エンターテイメント，アニメ・マンガ，ゲーム，文化観光，芸術品，工
芸美術，文化コンベンション，創意デザイン，インターネット文化，デジタル文化サービ
スの 11分野に定めています。そして，これらを伸ばすというのが国家目標になっています。
それぞれの目標を見ると「文化観光」という概念が含まれています。これには数値目標が
なく，文化産業と観光産業の新たな経済成長ポイントとして，文化観光という概念を位置
付けたということに留まっています。また，各分野で個別に目標を設定しています。アニ
メ，マンガの分野では，2015 年までに，5～10 件の国際的に強い競争力と影響のあるアニ
メ・漫画ブランドを打ち立てる，中核企業を育成するよう力を注ぐという目標があります。
したがって，製造業と同様にソフトパワーを高めるうえで，コンテンツビジネスが重視さ
れている中，観光もここに含まれているのです。 

これからいくつかの事例を挙げたいと思います。はじめに，北京で一番有名な「798芸術
区」です。ここは，観光ガイドブックにもしばしば載っています。もとは，人民解放軍の
武器製造工場でした。しかし，近くに芸術大学があったため，アーティストが空いていた
間に工房を作り，今に至ったと言われています。その後，さまざまなお洒落なカフェや

画廊が開業して，工場とアーティストのアトリエが共存しています。ご覧いただいている
写真は，鋸屋根型の工場建築です。この工場も壊されず活かされています。また，雑誌媒
体でよく出ているのは，このスライドの写真の部屋です。かつて工場労働者が書いた「毛
主席万々歳」という落書きをわざと残して，さまざまなビジュアルのセッションが行われ
るような空間にしています。工場の建物は，たいてい北側から採光するので，ギャラリー
になじむ空間になっています。北京では，現代美術の市場はここ 10年近くで成長しました。
そこに，ヨーロッパの画廊も次々と進出しているようです。ご覧いただいているスライド
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の写真はギャラリーの模型ですが，これはヨーロッパのある企業が，この面積の巨大なギ
ャラリーをオープンする際に展示していたものです。私が行ったときはまだ模型でした。
しかし，中国の専門家に聞くと，日本の方が美術市場は成熟しているようです。日本では，
市場としては，画廊が左様な絵を売ろうとすると，いかなる作風のアーティストにも一定
のファンが付く傾向があります。一方中国には，世界中に売れるタイプの絵は，数パター
ンしかありません。かつていた 4 人の有名な画家の画風を模倣したような作品を世界に売
っています。逆に，海外の作品を中国のコレクター，富裕層が買うというビジネスも成立
しているそうです。 

次に上海の例を挙げます。上海は北京とは対称的に，クリエイティブ・インダストリー
を重視しています。2004 年に，中国では初めて，この分野のプラットフォームを設けて投
資を呼び込むということをしました。そこで，毎年，クリエイティブ・インダストリーの
強化週間というイベントを実施しています。また，2005 年にガイドラインを作成し，マン
ガ，アニメ，ゲームなどの 5 類型，33 分類の業種を指定しました。こうした産業が，第 2

次産業，第 3次産業を牽引する都市型産業という位置づけで，全 GDPの 6.5 %を占めてい
ます。まだ最新の情報は確認できていませんが，上海市経済委員会は 2005年段階の目標と
して，10年後に上海がアジアのデザインハブとなっていること，20年後には世界のデザイ
ンの中心になるということを掲げています。 

これは，北京でも上海でも言えることですが，この文化産業ないしは創意産業はクラス
ター型で展開されています。上海市の多くの地域内に，この産業を大きく発展させるよう
な経済的な集積地を指定しています。2005 年では 36 か所，1000 の会社があり，世界中 30

か国の企業が創意産集産業クラスターの中に入っています。2007年の段階では，75か所に
3万人が働いていました。その中にはいくつか成功した事例があります。その多くは，建物
の外観や所有権はそのままに，リノベーション，コンバージョンをして，歴史的な資産を
活かした新たな創意産業の拠点を作っています。 

有名なところがいくつもあるのですが，はじめに，「M50」という工場跡地を紹介します。
ここは，工場をそのままアーティストの工房とギャラリーに転用しています。スライドで
ご覧いただいている写真は，その近くに建てられた高層住宅の写真です。この場の不動産
価値を高めるため，同じ企業が持っている土地に高層住宅を作ります。そして，価値の高
まった土地を売るのです。要するに，文化的なコンテンツを創る場を作ることで，意図的
にエリア全体の資産価値を高めています。 

続いてご覧いただいているのは「ShanghART」という上海では非常に有名なギャラリーで
す。このギャラリーも，こうした新しい地区に進出していました。この写真は観光ガイド
ブックでよく出ている「Tianzi Fang」で，ここも工場跡地です。中国では，工場と従業員の
住宅が一体となっていて，それが地区の単位となっています。それら一帯，つまり工場の
跡地，工場，および工場従業員の住居区がクリエイティブ産業の集積地になっていて，話
題になりました。上海市政府は，産業の集積区，クラスターパークにこのような場所を指
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定していきました。ご覧いただいている写真は，工場労働者住宅街です。ここは，大きな
工場の建屋を使用しているところや，工場労働者の住宅街や路地があり，ごちゃごちゃし
ていて面白い感じになっています。続いてご覧いただいているのは，裏通りのカフェです。
裏通りなどにカフェが次々と開業し，そこが観光スポットになっています。結果的に，こ
のようにクリエイティブな産業が集積した地区が，観光客の行くような場所に転じていま
す。結果，地区全体の資産価値を上げていき，行政の支援を得ながら発展しています。 

ご覧いただいている写真は「8号橋」です。2つの街区をまたいでブリッジをかけていて，
地域のランドマークになっています。テレビや映像撮影のスタジオ，建築設計事務所，あ
るいはデザイン事務所が集積しています。これは，他の地区に先行して話題になった施設
です。建物は，工場の柱や屋根を残しつつ，完全に用途を入れ替えてコンバージョンをし
ています。 

また，印象に残った他の事例として，上海市政府が自ら行った事業である「19 参 」と
いうものがあります。ご覧いただいている写真はその外観です。東ヨーロッパの建築家の
デザインで，元々は 1933 年に出来た屠殺場でした。1933 年のビルなので「19 参 」とい
う施設名称にしています。続いてご覧いただいているのは内装です。このような雰囲気で，
ご覧いただいている部屋に豚をすべて上げて，この細い廊下を通して下ろし，最下層で殺
していました。かつて可哀想な豚たちが集まった部屋が，お洒落なショーの舞台になって
います。このスライドの写真は，オープニングのときに撮ったもので，イタリアに関する
工芸や製品の展示会が開催されていました。 

次に，杭州の中国国際アニメ漫画産業博覧会のお話をします。スライドでご覧いただい
ている写真は孫悟空ですが，このイベントのキャラクターです。年間最優秀賞を受賞した
人には孫悟空の牌がもらえます。巨大な見本市会場でイベントが開催されます。入場は有
料となっており，一般の方が多く来場します。産業見本市は産業振興策であるため，展示
会場の雰囲気が日本の初期のコミケとはまったく異なります。各都市，各州の展示ブース
が大きく設けられていました。このタイプの動漫のフェアの原型は香港が作ったもので，
それを追って中国の各都市で，アニメ，マンガの展示会が行われています。写真を続けて
ご覧いただきますが，韓国企業の連合ブース，キャラクターと戯れる人民の子どもたち，
テレビ局のブース，キャンペーン・ガール，コスプレイヤーたちです。他に出版社のブー
スもあり，中国代表するマンガ雑誌のブースもあります。また，香港のディズニーもブー
スを出していて，子どもたちが写真をとっています。 

中国のアニメやマンガのフェアで，しばしば見ることが出来る展示で，私が興味深いと
思うものの 1つが，「影絵芝居」の言説です。アニメやマンガはアメリカや日本で生まれた
ものではなく，ディズニーが生まれるはるか昔に中国がアニメを発明した，それが伝統的
な影絵芝居であるというわけです。私が見た時は，各地の有名どころ 4 つが影絵芝居を出
展していました。スライドの写真は，影絵のすぐ横で英会話学校が子どもたちに英語の勉
強をしませんかと勧誘しているところです。スライドでご覧いただいているこの写真は，
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分かる人には分かるかと思いますが，会場内に掲げられたジオン公国の国旗です。日本の
アニメ関連の雑誌の印刷やフィギュアの製作を，中国が下請けでやっています。アメリカ
の映画のキャラや日本のキャラは，中国で作られています。作っている人たちの中には原
作を知らず，これはなんであろうと思いながら作っているものも多々あるでしょう。不思
議に思いながらフィギュアを作っているのではなかろうかと思います。このスライドの写
真は，中国の地元企業の出しているブースに「ガンプラ」が並んでいるところです。続い
ての写真は『ウルトラマンティガ』のブースです。円谷プロから正式にライセンスをとっ
ていて，玩具などを出展しているそうです。それゆえ，この写真のように，ウルトラマン
ティガ対ゴルザを中国で見る喜びがありました。また，今年度はバンダイナムコが，日本
の企業で唯一正式に出展していました。スライドでご覧いただいている写真は，原寸大ガ
ンダムの手，そしてガンダムのガチャガチャです。世界に広がる『機動戦士ガンダム』と
いうコンテンツがよく分かります。この写真はバンダイがサポートした「ガンプラ」の工
房です。子どもたちがガンダムのプラモデルを作って，優秀作品は展示されていました。 

この杭州のイベントでもコスプレの大会があり，各地の予選を勝ち抜いた参加者が集い，
杭州でチャンピオンを決めると現場では聞きました。スライドでご覧いただいている写真
はコスプレショーで，チャンピオンを決めるところです。周囲には，それほど多くの人は
写真を撮りに来ていませんでした。また，着替えのブースもあり，いくらか払うとコスプ
レできます。売店もいろいろあり，この写真にあるようなセーラー服を秋葉原から直輸入
して，それを中国の子どもたちが買っているようです。この写真は，日本から来られたゲ
ストの牧美也子先生のサイン会の様子です。また，大手出版社がサポートして，同人誌や
個人で作品を販売する人のためのブースが若干ありました。このような人がなかなか出な
いということが中国のアニメ，マンガ文化の限界であり，若い人が自分をアピールするよ
うな場が必要だと，新聞にも書かれるという状況です。このイベントは，日本のコミケの
ように自律的にオタクが盛り上がって形作られたものではありません。明らかに，国家主
導，行政主導で場が用意されて，そこで次世代の育成をするという，キャッチアップ型の
ビジネスモデルであります。 

最後でありますが，深センはデザインに特化している都市です。そこで国際文化産業博
覧交易会では全ジャンルをサポートしようという，国家的なイベントが行われていました。
かなり広い分野において，文化産業，創意産業を含む全ジャンルが国家的な産業見本市を
行っております。数年前の例では，主催者側発表ではありますが，170万人が来場して，さ
まざまなフォーラムに 14,000 人近くが来て，オークションには 3,900 人あまり，海外から
は 50,000 人の業界関係者が来ていたようです。また，VIP 級も多数来ていました。このよ
うなスケール観で，毎年，文化産業振興を行っています。私が一番印象的だったのが，こ
のスライドの写真で，入口のすぐ横にあった金の手のモニュメントです。これには驚きま
したが，文化が儲かるという分かりやすい図式です。こうした金儲けのシンボルのような
モニュメントが，あるブースの横に置かれていました。ここも先ほどのアニメ，マンガの
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イベントと同様に，文化に関する産業を振興するべく各都市，各企業がブースを出して多
くの人を呼び込んでいます。大規模な企業展示に加えて，小さなブースではテーマごとに
文学の展示，書の展示，出版の展示などが関連する企業から出されており，競い合いあっ
て宣伝されていました。スライドでご覧いただいている写真は故宮博物館の出店です。続
いてご覧いただいているのは，深センの美術の展示です。このように，ありとあらゆる美
術，文化，工芸を産業化するためのプロモーションの場になっています。また，演芸，芸
能も出展されています。このスライドの写真は舞台芸術で，私がかつてフィールドワーク
入っていた呉橋の展示です。また，チベットや雲南になると，この写真のように少数民族
の文化をいかに商品化して売るのかという現場があります。さまざまな民族色豊かなもの
も商品化され，展示されて，市場に出ていきます。また，次にご覧いただいている写真は
「中国旅遊設計院」と書かれたブースですが，ここでは観光系の建築大学がホテルの模型
を出していました。このように伝統的な文化を産業化する一方で，新しいプロダクツのデ
ザインなどの展示もありました。この写真は印象的で，新しい車のプロモーションに際し
て，民族衣装の女性がキャンペーン・ガールとなるような場面も出てきます。 

これまで挙げてきた事例のように，中国は国策としてこの分野を計画経済の中で伸ばそ
うとしています。それに対して，日本の場合は政策としてはかなり後発で，コンテンツに
関する産業振興という概念が，ようやくソフトパワーの文脈で出てきています。先ほど申
し上げたように，内発的にオタクやメディア関係の人たちが作り上げた，アニメ，マンガ
というものを，日本で生み出された最も素晴らしいコンテンツであると，世界中にアピー
ルしています。おそらく，現状でもかなり消費されつつあり，今後も消費されてくると思
われます。このあたりをどう考えていくのかが重要で，それを持続可能なツーリズムの対
象とするのであれば，絶えず新しいコンテンツを我々が生み出さない限り，次のフェーズ
はないと考えます。 

この 10 年 20 年で，ヨーロッパ，アジア，各国の子どもたちが，日本のアニメを見て育
っていますが，地域ごとにどのアニメが人気であるのかは異なります。スペインでは『ク
レヨンしんちゃん』が大人気であり，スペインのお母様方は，子どもがおしりブリブリを
するような馬鹿なことをすると，ろくでもない大人になるよと教育しているようです。『グ
レンダイザー』や『マジンガーZ』はイタリアでは大人気であり，『ポケモン』は世界中，
南米でも人気がある。ある時代に浸透した日本のアニメにはそれぞれお国柄があります。
こうした点も含めてマーケティングしながら，次の展開があるのかというと必ずしもそう
ではなく，たまたまそこで受けているような感もありますが，このようなポイントも含め
て「コンテンツ・ツーリズム研究」が必要になるのではないでしょうか。 

もう少しビジネス寄りの研究も，私は必要になるだろうと思います。たとえば，ピカチ
ュウというキャラクターは，ピカチュウという名前で海外でも呼ばれています。しかしそ
の名前の由来は伝わっていません。ピカが雷でチュウがネズミだということはまったく伝
わらないままに，ピカチュウと世界中で呼ばれています。要は，日本語の言葉の限界のま
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まに，広がっていくようなところがあるということです。同時に，昨日も話が出ましたが，
日本的なライフスタイルへの憧れというものを伴って伝播していることも間違いないとこ
ろで，それをどのように評価するかが重要です。東南アジア全般にランドセルのブームが
あると聞きます。関西国際空港ではランドセルが飛ぶように売れているということ自体が
ニュースになっていました。レディ・ガガさんがランドセルを買ったなど，そのようなこ
とがニュースになっています。アニメを見て，ランドセルがクールであるとして広がって
います。文化的なギャップと言えるでしょう。日本のコンテンツが，我々が想定したよう
な広がり方をしていない場合もあり，現象を批判的に議論する必要もあると思います。 

雑 にはなりましたが，以上が私からの全体的なコメントと，私の中国おける研究の事
例紹介でございました。ご清聴ありがとうございました。 
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