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オタクとは何か？ 

• アイロニカルな没入 (大澤, 2008) 

• あえてバカになる遊び 
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パフォーマンス心理学 

• ヴィゴツキーによれば，人間発達の過程とは発達の 

ためのステージを創り出すこと (松浦・岡部, 2013) 

• 「ステージ」の意味 

1. パフォーマンス（頭一つ分の背伸びをして何者かに 

なってしまう）して人から見られる場 

2. 道具や人との関係構築を含んだ場 

• ヴィゴツキーの最近接発達領域を集団的で即興的な 

「パフォーマンスのための空間構築」と再定義  

(ホルツマン, 2014) 

• 日常の文脈に演劇や遊びの要素を越境させる  

(ホルツマン, 2014) 
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パフォーマンスとしてのコスプレという遊び 

• コスプレは…… 

• あえて非現実的なキャラクターを 

• 演じる 

• 集団（共創）的かつ即興的な 

• 頭一つ分の背伸びをし続けるパフォーマンスとしての 

遊びである 

  ↓ 

• イベントという設えがあれば 

コスプレが行われている空間がそのまま 

学びと発達のステージになる！ 
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TOYAKOマンガ・アニメフェスタ 
• 洞爺湖温泉街全体などが 

コスプレ会場 

• 内容 

– コスプレパレード 

– 痛車展示 

– 複製原画展 

– 声優・アーティストのライブなど 

• 2010年から始まり、 

2017年で8回目 

• 2017年は2日間で約6万人が 

参加 (主催者発表) 
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夜と昼の2つのイベント 



夜の部「君の写は。」の狙い 

• 某劇場アニメをリスペクト 

• コスプレの目的は「撮影時に1秒だけ 

キャラクターになりきること」(松浦, 2015) 

→「写真」が天文とコスプレをつなぐ 

 「境界的なオブジェクト」(Star, 1989)に 

• 夕空や星空を背景にコスプレ写真を撮る 

• 彗星を観たり，主催者が彗星のコスプレを 

したりする 

• コスプレイヤーとカメラマンの即興的な共創が 

起こる場を設える 
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昼の部「てんもんフレンズ」の狙い 

• 某テレビアニメを 

リスペクト 

• 4次元デジタル地球儀 
「ダジック・アース」で
惑星などを学ぶ 

• 球体スクリーンに 

投影された敵キャラや 

惑星などの映像を 

参加者が回転させる 

• 「球体」がアニメと 

天体をつなぐ 

境界的なオブジェクト 
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「君の写は。」の様子 
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「君の写は。」での出来事 

• 曇り空で一瞬しか星は見えなかったが，渡辺が 

コスプレイヤー（L1）に声を掛けたことを 

きっかけに，カメラマンによるL1の本格的な 

夜間撮影が始まった 

• カメラマンとL1は初対面 

• L1は今後も関東のコスプレイベント等でカメラマンに 

撮影してもらいたいらしい 

   ↓ 

• イベントという設えがあったからこそ達成された 

カメラマンとコスプレイヤーによる即興的な 

学びと発達のステージの共創 
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「君の写は。」で何が学ばれたのか？ 

• まずは写真の上手な撮り方だろう 

 

• 正統的周辺参加論によれば，学習とは共同体に 

十全参加していく過程でもある  

(レイヴ・ウェンガー, 1993)  

→社会関係やアイデンティティの変化が学習  

 

• L1は星空の解説を聴きながら撮影したいとも 

言っており，今回つながったカメラマンも含め 

天文を遊び，学ぶ共同体が拡がっていく可能性 
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「てんもんフレンズ」の様子 
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「てんもんフレンズ」での出来事 

• 敵キャラの映像を投影し，アニメのワンシーンを 

再現したかのような状況で撮影 

• 動物園の飼育員のコスプレをした人が 

森林分布図の映像を使って「解説」 

• 球体スクリーンが偶然割れたことを上手く活かし 

敵キャラを倒したかのような状況を構築 

    ↓ 

• イベントという設えがあったからこそ達成された 

カメラマンとコスプレイヤーによる即興的な 

パフォーマンスのステージの共創 

 



17 
「てんもんフレンズ」での出来事 

• 参加者から「国立新美術館などに展示される 

前衛芸術のようだ」との評 

 

• 当該アニメはネット上で「すごーい！」などの 

流行語を生みだすほどの大ヒットだったにも 

かかわらず，参加者の中での知名度はいまいち 

→・期待したほどには参加者との即興的な共創はならず 

 ・「球体」を境界的なオブジェクトとして，敵キャラから 

 惑星などへ関心を広げることができたかは疑問 

• 「ダジック・アース」というものがあることは学べた？ 



敵キャラの模型を持ち歩いた 

• イベント外ではあるが 

コスプレイヤーとの 

即興的な共創が実現 

→ブースを構えず，積極的に 

 歩き回って即興の機会を 

 作っていくのもいい？ 
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まとめ 

• ホルツマン (2014) らのパフォーマンス心理学の 

考え方に立ち，コスプレが行われている空間を 

共創的かつ即興的な学びと発達のステージとして 

活用しようとした 

 

• 今回のイベントをきっかけに，天文を遊び，学ぶ 

共同体が拡がっていく可能性 

 

• ブースを構えず，積極的に歩き回って 

即興の機会を作っていく方法も考えられる 
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