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帯びている。 なぜなら、 アニメ聖地巡礼で求められているのは、 当該地域

の社会的なイメージの消費ではなく、 あくまでもアニメという虚構世界の

追休験であるからだ。 人びとは、 舞台となった場所に出かけていった際に、

その場所をめぐるイメージや社会的フィクションに浸るのではなく、 その

場所に微かに見い出せる虚構世界の「部分」に耽溺している。「場所」は、

イメ ー ジの
“

指示対象
”

というよりも、 物語世界を呼び起こす
“

手掛か

り
”

に過ぎなくなっているのだ。

ー

3. まちづくりは「場所のコンテクスト転換」の時代へ

3.1. アニメ聖地巡礼とコンテクスト

前節で述べたように、 アニメ聖地巡礼では「場所」は虚構世界を呼び起

こす
“

きっかけ
”

という位置づけに置かれているのだが、 これはどういう

ことを意味しているのであろうか。

そもそも、 アニメ視聴において「地域（場所）」というのは、 多様なメ

デイアのひとつに過ぎない。 観光研究者の山村高淑が分析したように、 ア

ニメ聖地巡礼とは、 アニメ供給におけるメデイアミックス過程のひとつの

帰結である。1990年代には、 マンガ、 アニメ、 コンピュ ーター ゲー ム、 小

説、 映画、 イベントなどの制作を通じて、 コンテンツの相互乗り入れが活

発化した。 2000年前後になると、 インター ネットの普及により、 オリジナ

ルコンテンツの二次利用、 二次創作が盛んになった。 そして2000年以降に

は、 これらの既存のメデイアに「地域」という新たなメデイアが加わる12
0

山村自身が整理するように、 情報社会の特徴のひとつに、 コンテンツ自

体がさまざまなメデイアを通して展開可能になることが挙げられる13。 ア

ニメ作品は、 かつてはテレビというメデイアに限定されていたが、 次第に

特定メデイアから解放されて、 ゲ ー ムや映画、 さらには地域（観光） など

でも享受できるようになっていく。 同 一の物語世界に
“

接続
”

する手段が

多様化したのである。

そのなかで、 現実の場所も、 アニメという空想の世界にアクセスするた

めの手段のひとつ、 あるいはプラットフォ ー ムのひとつとして機能し始め

ているといえよう。 その場合、
“

主
”

はアニメの世界観であり、 現実空間

は
“

従
”

である。 現実空間はアニメ世界にリアリティを付与し、 その世界

観をより強固にする役割を担っているのである140

このとき、 現実空間はその場とは無関係のまったく新しい
“

コンテクス

ト
”

のもとで意味をもち始めている（図5-1)。 たとえば、 アニメ『true

tears』は富山県南砺市旧城端町がモデルとなっているとされるが、 旧城

端町近辺では、 通常の観光名所ではない日常的な街並みや店舗を撮影して

楽しむ観光客の姿が見られるようになった。

声アニメ『らき衣すた』のあるワンシーンの舞台となった橋-
--

← ● -�
. . 

＼ 

＋

出典） photo by Daisuke TAHARA 

これは先述した「街歩きオタク」の認識パター ンにも共通する。 ごく日

常的な総菜屋のコロッケを見て、 それを「どこか懐かしい昭和30年代の下

町風情」という
“

文脈
”

において耽溺するという振る舞い そこでは、

現実空間を想像力によってまったく新しいコンテクストに置き換えてしま

うという「創造性」が発揮されている。

12: 山村高淑「アニメ ・ マンガて地域振興J東京法令出版 ， 2011, pp51-53 
13: 前掲書 [12] 山村 (2011), p49 

14: 岡本健「コンテンツ•インデュースト•ツー リズムー コンテンツから考える情報社会の旅行行動1 コンテンツ文
化史研究」3, 2010, p59 
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山
口

3.2. コンテクストの転換

第2章で検討したように、 ベイトソンは、 コ ミュニケーションはつ ねに

コンテクストを必要とするとみる15。 たとえば、「 コ ロッケ」を単なる「安

物の総菜」とみるか、「どこか懐かしい下町風情の総菜」とみるかは、 そ

れがどういう意味の文脈＝コンテクストなのかによって変わってくる。 そ

して通常の相互作用では、 コ ンテクストを指し示してくれる「コンテクス

ト ・ マー カー」がある。

アニメ聖地巡礼では、 ざまざまな「場所」が コ ンテクスト ・ マー カー と

なって、 虚構のアニメ世界観という コ ンテクストが呼び起こされている。

たとえば、 2006年からテレビ放映されたアニメ『ひぐらしのなく頃に』の

聖地巡礼では、 舞台となっている白川郷荻町地区を観光客が訪れている。

その際、 一般の人びとがその存在すら知らない下水道処理施設を訪問する

観光客がいる。 それは、 そこが主人公の三角屋根の自宅のモデルとなって

いるからである16。 その観光客にとっては、 下水道処理施設の三角屋根の

白い建物が「コンテクスト ・ マー カー 」となって、『ひぐらしのなく頃

に』の世界観が想像のなかで繰り広げられるのである。

このように、 アニメ聖地巡礼では地域空間に（アニメの世界観という）

別の コ ンテクストが呼び込まれ、 モノや風景がその世界観に基づいて独自

に読み替えられていく。 普段見慣れた商店街が、 全く異なる意味づけをも

った物語世界の一要素として想像されていくのである。 ここでは、 Aとい

う コ ンテクストから、 Bというコンテクストヘの転換がなされている。

ベイトソンによると、 こうした別のコンテクストヘの転換は、 人間やイ

ルカのような動物の コ ミュニケーション行動に共通してみられる。 しかし

通常、 人間は特定のコンテクストに囚われていると、 なかなかそこから抜

け出せないものである。「ドッキリ」を仕掛けられた人が、 だまされたこ

とを指摘されたときなかなか状況を理解できないように、 一 度はまり込ん

だ コ ンテクストから抜け出すことは容易くはない。 人間にせよ、 イルカに

せよ「自分の期待する塑に全イ本の コ ンテクストが収まっていくように行動

していく」傾向が強いことに変わりはないからである17

15: グレゴリー・ベイトソン／佐藤良明訳「精神の生態学」新思索社2000
16: 岡本健「コンテンツツー リズム研究ー情報社会の観光行動と地域振興j福村出版 ， 2015, p.131 
17: 長田攻ー「社会学におけるコミュニケーション」秋元律郎他「社会学的世界の呈示」学文社1990,p152

そのため、 コ ンテクストの転換を図るためには、 それなりの仕掛けが必

要となる。 現実空間をどのような意味づけで解釈するのかという「場所の

意味づけ」の転換は、 通常、 社会的 ・ 歴史的に大がかりな取り組みとなる。

「観光のまなざし」がその好例である。「観光のまなざし」は、 場所や地域

のイメー ジ形成に、 多様なメデイアや媒体、 さまざまな観光業界のエー ジ

ェントが絡むなかで、 歴史的かつ相互媒介的に醸成される。 つまり、 場所

に対してそれまでとは異なるイメージや意味を付与するのは、 それなりの

社会的装置が必要とされてきたのだ。

ところが、 アニメ聖地巡礼にみられるような、 デー タ ベース ・ モデルに

よる「場所」認識は、 こうした コ ンテクスト転換をいとも容易く成し遂げ

てしまう。 ウィリアムスンのいう「指示対象システム」、 つまり意味体系

の社会的共有のようなプロセスを前提にせず、 デー タ ベースとの照合作業

を個別実践することによって、 はるかに低い コ ストで新たな コ ンテクスト

を呼び込むことが可能になったのだ。

つまり、 デー タ ベース型場所観は、 既存の記号体系の社会的 ・ 歴史的蓄

積から切り離されているがゆえに、 きわめて短時間で新しい コ ンテクスト

を喚起することができるのである。 その意味では、 場所との関係は、 いま

やこうした「コンテクスト喚起力」に依存するようになったのだといえよ

う。

山
丁

3.3. コンテクスト転換の方法の拡散

地域ブランドをめぐる取り組み、 あるいはアー トまちづくりやリノベ ー

ションまちづくりといった近年の動きは、 デー タ ベー ス的な場所観をまち

づくりに活かそうとする取り組みに他ならない。 言い換えると、 先述した

ような〈想像力によって コ ンテクストを転換する〉方法を「まちづくり」

的に洗練させようとする動きだといえよう。

最も分かりやすい形でデー タ ベー ス的な場所観を活用しているのが、

「テー マ化」の手法である。 第4章で分析したように、「テー マ化」とは、

メデイア的幻想を自己準拠的に再現する操作である。 テー マ化で再現され

るジャングルは、「現実」のジャングルを模倣しているわけではない。 私

たち自身が、 メデイアを媒介として作り上げてきた頭のなかの「熱帯」や

106 【セクション11】場所とつながる
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ったことは重要である。「神山町＝ア ート」という地域ブランド形成の土

台に、 KAIRをめぐる独自の戦略があったように、 ここでも「ワ ーク ・ イ

ン ・ レジデンス」事業をめぐる神山町のオリジナルなアイデイアと戦略が

ある。 以下ではそれをおさえておきたい。

山
口

クリエイティブな人材の戦略的誘致

近年、 少子高齢化や人口減少が進むなかで、 さまざまな自治体は移住者

を増やすために多様なIタ ー ン ·Uタ ー ン促進施策をとっている。 そうし

たなか、 グリー ンバレー では「創造的過疎」をコンセプトに、 移住者の

「逆指名」という斬新な方法を開発して実行に移してきた。

こうした戦略的な方法の背景には、 従来型の移住促進施策に対する危機

感がある。 もともと人口が6,000人足らずで高齢化率約49%の神山町では、

屈用そのものが不足している。 そこに定年後に田舎でのんびりしたい高齢

者を受け人れた場合、 高齢化率がさらに上がるばかりか屈用につながらな

いため、 若年層の移住がますます遠のいてしまう。 そこであえて「仕事そ

のものをもってきてくれる外部からの移住者」にタ ー ゲットを絞ったので

ある58
0

この「ワ ーク ・ イン ・ レジデンス」と呼ばれる取り組みでは、 とりわけ

雇用を生み出すような起業家、 あるいは商店街の活性化などにつながる働

き手や子育て世代を優先的に
“
逆指名

”
している59。 要するに、 将来、 町

に必要になると考えられる働き手の誘致に焦点を絞っているのである。 こ

の施策によって、 ビストロ、 カフェ、 パン屋、 ピザ屋など、 地域の活性化

をもたらす人材が続々と移住してきている60
0

このような逆指名方式には、 社会保障費の負担問題という観点から人口

構造をコントロールしていく側面もある。 つまり定年退職者だけを受け人

れていたら、 社会保障費が増えるだけで、 少子高齢化は一 向に解決しない

からだ61 。 さらには商店街の空洞化や雇用不足そのものを、 移住施策を通

して解決に導くという側面もある。

58: 前掲論文[42]平野(2011), p75 
59: こうした逆指名方式はNPO法人てあるグリ ーンバレーだからこそ可能であった方法てあり、公平性を優先す
べき行政ては不可能てあった。
60: 大南信也「雇用がないなら、仕事を持っている人を呼ぺばいい1中央公論J2015年2月号pp61-62 
61: 前掲書[47](2015), p81 

しかし、 ここで重視したいのは、 こうした起業家や職人が次々に神山町

に移住し、 自然食レストランや個性的なカフェなどができることで、 それ

自休が町のイメ ー ジを高め、 クリエイティブな人間をさらに惹きつけてい

ることである62。 当初、 KAIRが神山町のクリエイティブなイメ ー ジを高

めることによって多くの人を惹きつけたことと同様に、 この新しい移住促

進案は多彩な人材を神山町に呼び寄せているのだ。

グリー ンバレー では、「人」をコンテンツとしたクリエイティブな田舎

づくりを「ビジョン」として掲げている。 この場合の「人」とは、 クリエ

イティブな人材を意味する。 それは、 ア ーティスト、 職人、 起業家、 ICT

技術者といった広義の創造的人材のことである63。 こうした人材を
“
コン

テンツ
”

とし、 創造的な人材が豊富にまちにいるということが神山町の

「場所」としてのブランド ・ イメ ー ジを高めることにつながっている。 そ

して、 それがさらなる移住希望者を惹きつける要因になる。 こうした循環

を生み出すために、 創造的人材が「コンテンツ」として位置づけられてい

るのである。

このように、 コンテンツとしての創造的人材の集積こそが、 都市部の最

先端のIT企業を引き寄せることにつながった。 新しい働き方を模索して

いたこれらの企業にとって、 起業家などの移住者が集まって実験的にまち

づくりを行っている神山町は非常に魅力的に映ったのである。 この点に関

して、 NPO法人グリー ンバレーの大南氏は次のように語っている。

町が補助金、 支援金を出さずとも、 こういう人たち（サテライト

オフィスを設置するIT企業）が今、 集まって来ています。 なぜか

といったら、 寺田社長もプラットイー ズの隅田徹会長も、 イノベ ー

ションを起こしたいんやと思います。 そして彼らは知っとるわけで

す。 イノベ ー ションはお金では起こせない。 優遇策では起こせない。

イノベ ー ションには、 場が必要ということを。 だからその場を求め

て、 神山に来られているんじゃないかなと思います。 6
4

山
丁

62: 磯山友幸「人集めに成功した神山町「成長」に向けた第2ステージヘJWedge」2015年11月号p74
63: 野田邦弘「創造人材の誘致による過疎への挑戦一神山町」前掲書[40]佐々木•川井田・萩原編(2014),
p 191 
64: 前掲書[46]NPO法人グリーンバレー・信時(2016), p.37 
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ー ・ トゥアンによれば、 伝統社会から近代へ移行するにつれて明らかにな

ってきた人間存在がはらむデイレンマに由来するという。 トゥアンは、 こ

うした矛盾を「コスモポリタン的炉端」という概念で表している。 既知の

馴染みの共同体への帰属は、 安心感を与えてくれる。 しかし、 私たちは同

時に、 直接的な経験の範囲を越えた世界を想像し、 他の場所や時代へと移

動する志向性をもつ。「われわれは、『ここ』にいながら、 つねに『あそ

こ』にいることを想像することができる」16。 こうした、「ここ」から「あ

そこ」を想像させてくれる場所こそが、「別世界との接触空間」ではない

だろうか。

山
口

移動と集まること

第2章で検討したように、 モビリティ社会では、 地理的な移動だけでな

く、 メデイアを介した想像的な移動や、 情報通信機器を介したバー チャル

な移動がH常生活に多元的に組み込まれてくる。 人びとは、 身体的な共在

に基づく直接的な交流だけでなく、 さまざまな移動を媒介に距離を隔てた

社会関係をやりくりしながら生活している。

こうした、 交通メデイアやコミュニケー ション ・ メデイアを介した生活

というのは、 対面的な相互作用を介した生活と比較すると、 圧倒的に
“
ノ

イズ
”

が抑制された情報環境となっている。 すでに述べたように、 インタ

ーネットやソー シャルメデイアの発達は、 情報環境のパー ソナル化を推し

進めた。 それは、 自分にとって耳当たりの良い情報だけで周囲を固めたよ

うなフィルターバブルの世界である。 同様に、 自宅とショッピングモール

を往復するモー タライゼー ションの生活は、 商店街でお節介な近所の住人

とやりとりする必要のない、 ノイズフリーの環境をもたらしてくれた。

ノイズフリー の世界とは、「馴染みの祉界」に他ならない。 したがって、

馴染みの世界とは異なるリスクフルな別世界や、 非H常との接触は最小化

されている。 それゆえ、 こうしたモビリティ時代においては、 先の「媒介

空間」の意義が相対的に突出してくる。 なぜなら、 他に「別世界との接

触」をもたらしてくれる契機がほとんどないからである。

逆に言えば、 だからこそ人びとは、 別世界を通覧させてくれる「場所」

に集まるのかもしれない。 それだけ、 未知の外部憔界との接触が抑制され

てしまっている。 その意味では、 コミュニテイカフェにせよ、 パブリック

な広場にせよ、 あるいはショッピングモールのオ ー プンスペースにせよ、

馴染み深い世界の外側を感受させてくれる「場所」は、 H常生活の移動性

が高まって馴染み深い環境が支配的になればなるほど、 その意義を鮮明に

させていくのではないだろうか。

以上、〈場所でつながる〉ことに見られる場所の意義を、「別世界との接

触」という観点から掘り下げた。 そして、 移動性が高まる時代においては、

ノイズが抑制されて「馴染み深い」環境が支配的になるがゆえに、 逆にノ

イズをもたらしてくれる「場所」に人びとは集まる傾向を高めることを指

摘した。

ただし、 移動性が高まることによる影響はそれだけでない。 さまざまな

組織や集団の境界を越えてネットワ ー クが広がり、 情報やアイデイアが拡

散していく傾向も高まる。 こうしたシェア時代において、 場所は思いもか

けない柑互触発の機会をもたらし得る。 第7章で検討したように、 こうし

た場所の特性は、 創造都市やアートまちづくりで注目されている。 次節で

はこの点に関しても、 議論をさらに深めてみよう。

山
丁

16: イ—フー ・トウアン／阿部一訳「コスモポリタンの空間ーコスモスと炉端jせりか書房1997, p239 

3. クリエイティブな人材はなぜ場所に集まるのか

3.1. 創造都市の議論を再考する

フロリダの創造都市論

近年、 都市政策やまちづくり、 地域おこしの分野で大きな注目を集めて

いるのが創造都市論である。 この分野の代表的な論客である都市経済学者

のリチャー ド ・ フロリダは、 グローバル化の時代において、 経済発展が特

定の地域で生じていることに注目する。 そして、 情報コミュニケー ション

や移動のテクノロジーが発達して、 距離的な障壁が低くなっているにもか

かわらず、 社会的にも経済的にもますます場所が重要になりつつあるとい

う。

情報経済や知識経済などと呼ばれる今日の経済活動においては、 自動車、

ファッション、 食品、 情報科学などほとんどの分野では、 クリエイティビ
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ティが基軸になっている。 そしてこの経済においては、 科学、 エンジニア

リング、 建築、 デザイン、 教育、 芸術、 音楽、 娯楽に関わるクリエイティ

ブ階級が中心的な役割を果たしている。 そのため、 仕事のために人が移動

するのではなく、 クリエイティブ階級が集まる「場所」に企業が移転する

という逆転現象が起きているのである。

その結果、 クリエイティブな人びとを引き寄せる地域で経済発展が生ず

るようになっている。 クリエイティブな人びとは、 寛容性が高く、 多様性

に富み、 開放的な都市や地域に集まる傾向がある。 国際競争において、 商

品やサ ー ビス、 資本の移動以上に、 クリエイティブな才能の移動が重要な

要素となっている。 その結果、 彼らの移動先となる「場所」がますます重

要な意味合いを帯びつつあるのだ17
0

ー

文化資源論と創造的人材論

フロリダのクリエイティブ資本論に影響を受けて、 わが国では、 特に文

化芸術系のクリエイティビティを基盤とした地域おこしに注目が集まって

いる。 では、 文化芸術分野の創造性をどのように地域の活性化に結び付け

ていこうとしているのであろうか。 大きく分けると、〈文化資源の回路〉

と〈創造的人材の回路〉という、 2 つの解釈ないし方法が想定されている。

〈文化資源の回路〉とは、 ア ー トプロジェクトや創作活動をきっかけと

して、 地域に特色ある文化資源を創出し、 交流人口の増加を見込む方法で

ある。 たとえば、 民間企業のベネッセホ ー ルデイングスは瀬戸内海の直島

（香川県）において、 古民家改修とア ー ト制作を一体化した「家プロジェ

クト」の開催(1998年-2006年）や、 自然環境 ・ ア ー ト作品 ・ 建築物を一

体化した「地中海美術館」の開設(2004年）などに取り組んできた（図

8-4)。 その結果、 人口約3000人の島に年間約40万人以上の観光客が訪れ

るほどの「ア ー トの島」となっている
18

こうした動きの背景には、 観光まちづくりのリソ ースとなる自然や歴史

的な町並みが次第に消失していることに加えて、 もともと特色ある文化的

資源を保有する地域が限られていることがある。 目立った文化資源のない

17: リチャー ドフロリダ／井口典夫訳「クリエイティブ資本論一新たな経済階級の台頭jダイヤモンド社2008
18: 田代洋久「地域性と結合した文化的資源の創造による島の活性化一直島町•小豆島町」佐々木雅幸•川井田
祥子•萩原雅也編「創造農村」学芸出版社， 2014, pp 204-223 

亘直島とアー ト

出典） P9244995 by merecO 

地域にとって、 ア ー トや芸術を活用して
“

付加
”

的に地域の文化資源を
“

発掘
”

していくことは、 地域活性化のための強力な方策のひとつとなり

つつあるのだ。

他方で〈創造的人材の回路〉とは、 芸術家や音楽家などの創造的人材を

直接、 当該地域に呼び込むことで、 地域活性化を図る方策である。 典型的

には、 第7章で検討したように、 芸術家に一定期間地域に居住してもらい、

その作品づくりを支援する「ア ーティスト ・ イン ・ レジデンス」がある。

創造的人材の呼び込みを通じて、 どのような効果を見込んでいるのであ

ろうか。 たとえば、 総務省は「三大都市圏以外の地方圏においても、 芸術

家や音楽家などの創造的人材が定住• 交流を行い、 知的付加価値を創造す

ることによって、 知の拠点とも言うべき人材交流のノ ー ド（結節点）が形

成される」と述べている1
9。「知的付加価値の創造を通じた知の拠点づく

り」が、 交流人口や定住人口の増加につながると想定されている。

さて、 こうした創造都市論は、 クリエイティブな人材の集積が、 その都

市や地域の経済の活性化につながることを、 マクロな視点から説明してく

れる。 しかし、 そもそもなぜクリエイティブな人材は、 特定の「場所」に

集まるのであろうか。 第2章で検討したように、 現代社会では地理的移動

＋

19: 総務省地域力創造グル ープ地域自立応援課「創造的人材の定住•交流の促進に向けた事例調査J総務省
2012. p3 
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