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創造性とコンテンツ・ツーリズムをめぐる若干の随想

山村絲淑

北海道大学観光学高等研究センター教授

観光創造専攻設立からの 10年間は，筆者にとっては観光における「創造性 (creativity)」

とは何かという課題への思索，「コンテンツ・ツーリズム」という新しい研究分野への挑戦，

の 10年間であった。専攻設立 10周年 という節目を迎えるにあたり，断片的随想になって

しまうことをあらかじめお断わりしつつ， 「創造l生」，「コンテンツ・ツーリズム」に関して

考えていることを記しておきたい。

1. カウガール研修は creativeか？

まず，「創造性 (creativity)」についてである。「観光」と「創造」という二語の組み合わ

せですぐに想起されるのがクリエイティブ・ツーリズム (CreativeTourism)である。同

語は， CrispinRaymondとGregRichardsによって 2000年に初めて定義された語であり，

当時，「訪問地の特色ある講座や学びの機会への参加といった形で， 潜在的創造力を伸ばす

機会をビジターに提供するツーリズム」 (Raymond201 Oa: 44)と定義された。実はこの

Raymondが，何故クリエイティブ・ツーリズムの着想を得るに至ったのかについて，吐露

している文章がある。そのきっかけは，旅行中の娘からの emailであったそうだ。非常に

興味深い内容なのでまずはここで紹介しておきたい。

1999年末，当時イングランドに住んでいた Raymondは， 東南アジアからオースト ラリ

アにかけて旅行をしていた娘の emailを見て，彼女が旅先で行っていることに衝撃を受け

たという。彼女は「チェンマイで 1週間のタイ式マッサージ入門コース に参加し，バリ島

でベジタリアン料理教室に 1日を費やし，オーストラリア内陸ではjillaroo(大牧場で働く

カウガール）になるためのコースに参加し，そしてボランティアで働いた」そうである。

Raymondは，「彼女は新しいスキルを身に付けることより，むしろ現地住民のライフスタ

イルを学ぶことに，より充足感を見出しているようであった。通常の旅行者が経験するよ

り，より幅広い人々と相互に交流していた。通常の旅行者より意味のある体験であり，ホ

スト側も同様に意味ある体験であった」と述べている。そして「こうした種のツーリズム

に何故名前が付いていないのか？」と感じたそうである (Raymond201 Oa: 43, 筆者訳，

以下同じ）。

その数週間後， Raymondはポルトガルで Richardsの文化観光に関するレクチャーに出

席 した。そのレクチャーで Richardsは，欧州におけ る文化観光は急速に成長しているが，
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その一方で，文化観光を目的とした旅行者は，提供されるお仕着せのプログラムに幻滅し

つつある，故に，もし増加する消費者（旅行者）を十分に魅了し満足させたいのなら，文

化観光はもっと双方向的で創造的なものになる必要がある，という議論を行った (Richards

2010: 79, 筆者訳，以下同じ）。この話を聞いた Raymondは，その場で 「クリエイティブ・

ツーリズム」という語を思いついたと言う 。このレクチャー終了後， RaymondはRichards

に話しかけ，それ以降，協力関係が始まったという (Raymond201 Oa: 43-44)。

以上のことからもわかるように， RaymondとRichardsは，旅行体験の質，ツーリズム

商品としての体験の重要性について議論していたのであり，そこに住む人と交流し，彼ら

のライフスタイルを体験し学ぶ＝双方向的で創造的な体験をするような旅のあり方の重要

性を表す語として，クリエイティブ・ツーリズムという語を思いついたわけである。日本

では往々にして，アートやクラフト，デザインなどを体験するツーリズムこそが，すなわ

ちクリエイティブ・ツーリズムだと安易に理解される傾向にあるが，本来決して，そうし

た「創造都市」の登録分野だけがクリエイティブ・ツーリズムの対象なのではないのであ

る。タイ式マッサージ入門コース，ベジタリアン料理教室，カウガールになるためのコー

ス，こうしたコースに参加する旅だって（いや，そうした旅こそが？）クリエイティブ・

ツーリズムなのである。

2. "high culture"と"everydayculture" 

クリエイティブ・ツーリズムに関して， Richardsは「文化観光からクリエイティブ・ツ

ーリズムヘのシフト」 (Richards2010: 81)が起きているとしたうえで，同時に次のよう

な指摘を行っている。「旅行商品として無形文化資源がその重要性を増している」，つまり，

「近年ツーリズムはますます，場所のイメージや雰囲気といった無形の要素に依拠するよ

うになってきている」。そしてこうしたイメージを形成するにあたり，「メディア」は軍要

性を増し，それ以上に人や場所に関する 「物語」が重要になる (Richards20 I 0: 81)。そ

のうえで，観光の目的は，「ハイカルチャー (highculture)」を見ることから「日常の文化

(everyday culture)」に触れることへとシフトしている。すなわち，これまでは文化観光

と言えば， 多くの目的地は「ハイカルチャー，博物館，アートギャラリー，モニュメント

といった『必ず見るべき場所』 (must-seesites)」であった。しかしこうした目的地は本物

の文化に触れたいと願う旅行者から徐々に避けられるようになり，彼らは，地元のバーや

カフェ，地元民が行くようなレストラン，市場など，よりローカル色の強い場所に向かう 。

つまり「ハイカルチャーはマスツーリズムを惹きつけるが，日常の生活文化は文化観光通

やクリエイティブ・ツーリストの避難先となりつつある」とした (Richards20 I 0: 82) 0。

実はこうした論点に立てば，ヘリテージ・ツーリズムにおける無形文化遺産に関する議

論や，エコツーリズムや先住民族観光における先住民族による語り (storytelling)に関す

る議論，そしてアニメやマンガによる地域イメージの形成や地域社会と協働する旅行者の
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登場などコンテンツ・ツーリズムに関する議論も，クリエイティブ・ツーリズムの考え方

と本質的な面で通底する部分が多い。

3. ヘリテージの「コンテンツ化」とコンテンツの 「ヘリテージ化」

たしかに， Richardsのいう「シフト」という 表現は，大きなトレンドを表しているとい

う意味においては正しいかも知れない。 しかし，コンテンツ・ツーリズムの現場を見てい

くうちに， どうもことはそう単純ではない， と筆者は感じるようになった。Richardsのよ

うな単純な模式ではコンテンツ・ツーリズム現象のダイナミズムを説明できないのだ。と

いうのも，コンテンツ・ツーリズム現象では，正史とパロディといったように，いわゆる

正統なモノ・コト（広義のハイカルチャー）と，それをエンターテイメント化した大衆娯

楽文化の間のダイナミックな相互作用が見て取れるからである。

一般にコンテンツ・ツーリズムとは，ハイカルチャー（上位文化）ではなく，庶民が日々

の生活の中で消費する文化としてのポップカルチャー（大衆文化）が，動機・資源となる

ツーリズムである， と理解される。その意味においては，コンテンツ・ツーリズムは，一

見， Richardsが指摘したような，「日常の文化 (everydayculture)」を体験することに主

眼を置いた次世代型のツーリズムの典型例のひとつに見える。特に訪日外国人旅行者を誘

致するうえでコンテンツ・ツーリズムを語る際，ポップカルチャー・コンテンツを通して

こそ，現在の庶民の日常生活を等身大で感じることができるのだ， という利点が強調され

る傾向にある。

もちろんコンテンツ・ツーリズムにそうした側面があることは否めない。しかし現場を

見ていて，より本質的に重要と感じるのは，コンテンツ・ツーリズム現象においては，正

統であるとされるモノ・コト（広義のハイカルチャー）と，それをエンターテイメント化

した大衆娯楽文化の間に，ダイナミックな相互作用がある点なのである。

つまり，あえて誤解を恐れずに言えば，こういうことである。いわゆるポップカルチャ

ー・コンテンツは，娯楽のためにメディアを通して流通・消費することを目的として，多

かれ少なかれ，史実や歴史文化遺産，オーセンティックな地域資源など，広義の上位文化

をベースに編集・演出（エンターテイメント化，ファンタジー化，パロディ化）された創

作物 (creativeelements)である。こうして生まれたポップカルチャー・コンテンツが旅

行動機を醸成し，旅行者は関連する場所に出向き，オリジナルの，あるいはベースとなっ

た上位文化とポップカルチャー・コンテンツとの相互参照を図る。まさにこの行為が通俗

的意味での「聖地巡礼」行為である。さらにこうしたツーリズム現象を通して，上位文化

の二次創作物としてのポップカルチャー・コンテンツは，時間をかけてではあるが，地域

住民に地域資源として認識・承認されていき，地域に定着，継承されていく。筆者ら

(Yamamura and Jang 2016)は，前者のポップカルチャー化・エンターテイメント化プ

ロセスを"contentizationof heritage (ヘリテージのコンテンツ化） ", 後者のポップカル
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チャーの地域遺産化プロセスを"heritagizationof contents (コンテンツのヘリテージ化）”

と仮説的に名付けた。

4. パロディが生む原作の再発見～ 『真田もの』と 『源氏物語』

このふたつのプロセスのダイナミズムは，歴史的な出来事のコンテンツ化を例に考える

と非常にわかりやすい。例えば，長野県上田市における「真田」である。まずは史実とし

ての真田の歴史がある。こうした史実を基に，江戸時代中期ごろには『真田三代記』とし

てコンテンツ化が起こる。その後，いわゆる『真田もの』の講談が流行，そうしたコンテ

ンツを通して真田幸村は民衆のヒーローとなり，猿飛佐助などエンターテイメントのため

の，実在しない架空のキャラクターも人気を博するようになる。そして戦後には池波正太

郎が歴史小説『真田太平記』を発表，その後 1985年には同作品を基に， NHKが大型時代

劇を制作・放送している。さらに 2005年にはアクションゲーム『戦国 BASARA』におい

て真田幸村が主人公の一人として描かれ，同作は 2009年に TVアニメ化， 2013年には宝

塚歌劇団でミュージカル作品化。2009年には真田の歴史をモチーフの一部にした劇場アニ

メ『サマーウォーズ』が公開され， 2016年には NHK大河ドラマ『真田丸』が放送されて

いる。このように，史実やそれ以前のコンテンツが，時代ごとに再構築・再創造され続け

ている。と同時に，上田市においても，池波正太郎真田太平記館の開設や，観光プロモー

ションにおける『戦国 BASARA』や『サマーウォーズ』とのコラボレーションの推進など，

これらコンテンツの地域資源としての受容も起こっている。

こうした中で，旅行者は上田を訪れ，「虚構としてのコンテンツ世界」と 「史実としての

真田の歴史」の相互参照を行っているのだ。ポップカルチャー・コンテンツは虚構であり，

史実を歪曲する「まがいもの」であるという言説も未だ多いが， しかし，コンテンツ・ツ

ーリストの多 くがこうした相互参照行為を通して一ーコンテンツヘの思い入れが強ければ

強いほど一ー史実そのものにも深い関心を持つようになっていることも事実である。

この点については，既に日本文化研究の中で，パロディによる原作の再発見として論じ

られてきたプロセスが，旅行先で起こっていると捉えるとわかりやすい。平安貴族文学（＝

ハイカルチ ャー）であった『源氏物語』が，江戸期に柳亭種彦によって小説『修紫田舎源

氏』として翻案，パロディ化され，庶民向けに刊行されることで，それを読んだ庶民が原

作の『源氏物語』を知ったのと同様のプロセスである。例えばまた，『三国志』と『三国志

演義』，安房の里見氏の歴史と『南総里見八犬伝』，も同様に好例であろう 。こうしたダイ

ナミズムを分析していくことに，今後のコンテンツ・ツーリ ズム研究の可能性があるので

はないかと感じている。
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5. 映画セットのオーセンティシティ

実は，上述のプロセスを見て，観光人類学におけるインドネシア・バリ島の創られた伝

統などの事例を思い浮かべた方も多いのではないだろうか。そう，実は観光人類学がいわ

ゆる「観光文化論」や「観光芸術論」において，エンターテイメント化，ツーリスト・ア

ート化のプロセスとして論じてきた現象と同様のことが，目下， 多様なメディアで起こっ

ているに過ぎないのである（そもそも，地域資源を観光向けに語り直すこと自体，エンタ

ーテイメント化，コンテンツ化のプロセスなのであるが…）。そう考えれば，上田市におい

て，猿飛佐助といった架空のキャラクターが，あたかも実在したかのように地域で表象さ

れ，語られていることも同様の文脈で理解することができよう 。

であるから，コンテンツ・ツーリズムにおける真正性の議論で，コンテンツそのものの

真正性や，場所・モノそのものの歴史的真正性を問うのはナンセンスなのである。ヘリテ

ージ・ツーリズムにおいては，場所やモノそのものの真贋が問われるが，コンテンツ・ツ

ーリズムにおいては，場所やモノと，コンテンツとの関係の真正性が問われるのである。

例えば， 歴史遺産を模した映画撮影セットは，ヘリテージ・ツーリズムにおいては真正性

を全く持たない。一方，コンテンツ・ツーリズムにおいては紛れもなく本物なのである。

コンテンツ・ツーリストは現地に赴き，作品という虚構世界と，現実＝史実との相互参

照を行っているのであり，こうした相互参照を通して，両者の関係性の再構築が継続的に

展開しているのである。

6. コンテンツ・ツーリズム研究の 10年間

「コンテンツ・ツツーリズム」という和製英語は，もともと 2005年に国土交通省・経済

産業省・文化庁が共同で発表した概念で， 当時以下のように定義された。すなわち，「地域

に関わるコンテンツ（映画，テレビドラマ，小説，マンガ，ゲームなど）を活用して，観

光と関連産業の振興を図ることを意図したツーリズム」であり，その「根幹は，地域に 『コ

ンテンツを通して醸成された地域固有の雰囲気・イメージ』としての『物語性』 『テーマ性』

を付加し， その物語性を観光資源として活用すること」（国士交通省・経済産業省 ・文化庁

2005: 49)。

その後，ちょうど専攻設立の 2007年ころから，とりわけアニメ作品の舞台地を旅する 「聖

地巡礼」が話題になり，アニメ作品と地域のタイアップも各地で盛んにおこなわれるよう

になったことから，同語は， 行政， 産業界，学界で広く使用されるようになったとい う経

緯がある。さらに 2010年以降は， クールジャパン政策の中にインバウンド誘致が積極的に

位置付けられるようになったことで，インバウンド誘致におけるコンテンツ・ツーリズム

が果たす役割についても注目を集めるようになった。まさに観光創造専攻 10年の歴史は，

コンテンツ・ツーリズムをめぐる様々な取り組みが日本各地で行われるようになった 10年
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と偶然にも重なるのである。 
こうした中，有り難くもご縁に恵まれ，埼玉県鷲宮町（現久喜市）商工会の方々との共

同研究を，当時本専攻の院生であった岡本健君（現・奈良県立大学准教授）とともにご一
緒させて頂いたり（2008 年～），北海道洞爺湖町の TOYAKO マンガ・アニメフェスタ事
業推進委員会の方々とイベントをご一緒させて頂いたり（2010 年～）するなど，地域で
頑張っている皆さんと現場でご一緒させて頂く好機を得た。さらには北海道大学の Philip 
Seaton 先生や，ラ・トローブ大学（当時。オーストラリア）の Sue Beeton 先生，横浜国
立大学の須川亜紀子先生，本専攻修了生の張慶在君らとともに，コンテンツ・ツーリズム
に関する国際的研究チームを組成し，共同研究に携わらせて頂いたり（2014 年～）2），
TOYAKO マンガ・アニメフェスタへの参加を北海道大学の正式な授業科目（現代日本学プ
ログラムならびに国際交流科目）として開設していただいたり（2015 年～）するなど，
研究・教育面でも非常に良い出会いと経験をさせて頂いた。上述したような着想に至った
のも，こうしたご縁を頂いた中で皆さんから様々なご教示を頂いたお陰である。また前セ
ンター長の石森秀三先生には，新たな研究分野に挑戦する中，大学内外で様々な批判を受
けることが多かった筆者を，ことあるごとに励まして頂いた。この場を借りて，こうした
数々のご縁に心から感謝申し上げたい。 
 さて，上述した国際研究チームでは，コンテンツ・ツーリズムの再定義作業を進めてい
る。というのも，従来はメディア・コンテンツが誘発するツーリズムを，フィルム・ツー
リズムやアニメ・ツーリズムなどといったように，メディアの種類ごとに論じてきた。し
かし近年，メディアミックスが進み，ひとつのコンテンツが様々なメディアで流通するよ
うになったため，従来型の呼称では議論に限界が生じている。そこで，筆者らのチームで
は，学術研究として現象を読み解いていくためには，メディアではなく，コンテンツその
ものに注目するアプローチが重要であり，それをコンテンツ・ツーリズムと呼ぶべきでは
ないかと考えるに至った。こうした経緯もあり，目下，我々は，コンテンツ・ツーリズム
を「映画，テレビドラマ，マンガ，アニメ，小説，ゲームなど，ポップカルチャー（大衆
文化）作品を構成する創造的要素（物語，キャラクター，ロケーションなど）によって，
全体的あるいは部分的に動機づけられた旅行行動」と定義している 3）。 

 
7. まとめにかえて～フィールドワークと身体性 
 

依然として大学や学界の多くは 19 世紀的学問体系の中にある。率直に言えば，今の日
本の大学の抱える最大の問題は，「社会で起こっている現象」に「学問体系」が追い付いて
いない点にある，と筆者は思っている。この 10 年，観光創造専攻が取り組んできたこと
は，そうした閉塞感を破るものであったと信じたい。そして，21 世紀型の学問体系を構築
していくうえでの核のひとつのなるのが，ツーリズム研究であると信じたい。 

言い方を変えれば，ツーリズムを研究すること自体に，社会を変える力があるのではな 
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いかと思っている。まだ見ぬ景色との出会い。まだ出会っていない人との出会い。そして

新たな知識との出会い。旅の過程からはきっと真理が見つかる。こうした出会いを生むた

めの移動，真理の探究こそが旅の本質であるならば，旅にはひとりひとりの人生を，そし

てその集合体であるところの社会を，変え得る力が必ずやあるはずである。観光創造の 「創

造」を，そうした旅を通して「社会をより良い方向へ創りかえること」と理解したい。「フ

ィールドワーク」や「社会実践」など，当世大学で流行りのキーワードも，現場に，市井

に，真理があるのだというアプローチとして理解するとわかりやすいのではなかろうか。

修士時代の恩師，土肥博至先生にフィールドワークの指導を受けた際に頂いた言葉で，

今でも忘れない言葉，肝に銘じている言葉がある。それは「現地調査に行く前に参考文献

に毒されるな」「まず現場に行って面白いと思ったことを記録してくること。それから猛烈

に参考文献を読め」という言葉である。事実は小説より奇なり，ではないが，現場で起こ

っている現象そのもの，現場の市井の人々の声にこそ，真実，真理があるのだ。いわゆる

「偉い人」や「著名な研究者」のフィルターを通してではなく，まずは自分の「身体」で，

先入観なく感じ，そして 自分の言葉で整理しなければならない，そのうえで，先人の理論

を紐解くこと。かつて日本観光文化研究所の所長を務めた民俗学者 ・宮本常ーの「ある＜，

みる，きく」というアプローチも，同様の意味で理解すべきものと筆者は思う。

いずれにせよ，李小龍ではないが，まずは「考えるな，感じろ」なのである。それこそ

が旅の身体性の持つ効用であろうし，「創造」はそうした感性的なところからこそ生まれる

と思っている。

次の 10年。大学を，専攻を，そんな旅論が真剣に展開できる場所にしていければな，と

思う 。

注

1) なお，ハイカルチャーと生活文化を対立概念として用いることの妥当性には筆者は問題

があると考えている。この点ついては，紙幅の都合上，別の機会に譲りたい。

2) 「'contentstourism'を通した文化の伝播と受容に関する国際比較研究」（科学研究費助

成事業 ・基盤研究 (A),課題番号 26243007,2014年 4月 1Bから 2019年 3月 31

日までの予定）。

3)筆者らが主宰するウェブジャーナル"IJCT:International Journal of Contents Tourism" 

において 2015年から掲げている定義。http://www.cats.hokudai.ac.jp/ijct/。原文は，

Contents tourism is travel behaviour motivated fully or partially by narratives, 

characters, locations and other creative elements of popular culture forms, 

including film, television dramas, manga, anime, novels and computer games. な

お，この定義については， 2017年に刊行予定の PhilipSeaton, Takayoshi Y amamura, 

Akiko Sugawa-Shimada, and Kyungjae Jang eds. Contents Tourism in Japan: 
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Pilgrimages to'"Sacred Sites" of Popular Culture. Cambria Pressにおいて詳述して

いる。
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