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書　　　評

松井圭介著『観光戦略としての宗教―長崎の教会群と場所の商品化─』

筑波大学出版会　2013年　182p.　2,800円（税別）

本書は，長崎県の教会群やいわゆる「キリシタ

ン文化」が，21世紀に入ってから観光資源化さ

れていく状況を扱ったものである。本書について

は，すでに学会誌に書評がいくつか出ており，高

い評価を得ている（小島 2013；佐藤 2014；吉田 

2014）。しかし，著者やこれらの書評執筆者には

失礼だが，そのような評価は適切なのか，評者に

は疑問に思うところがある。以下，本書の内容を

紹介しながら，評者の見解を記しておきたい。

本書は七つの章で構成され，他に，簡単な「ま

えがき」，「あとがき」，参考文献，索引がある。

「現代は聖地創造の時代である」の一文で始ま

る「まえがき」は，現代世界において，人をひき

つける魅力的な場所をつくること （＝聖地創造）

が地域政策上の重要な課題だとする。そして，あ

る場所が意味づけされ聖地化していく過程を検討

し，聖地が商品化される中で生じる地域の課題を

明らかにすること （端的に言えば「聖地創造と場

所の商品化の問題」） が本書の課題であると述べ

る。この課題設定を読んですぐ疑問に思うのは，

教会という既存の宗教的聖地に対して，「聖地創

造」という枠組みを当てはめるのは適切かという

ことであるが，これについては後述する。「まえ

がき」の後半では，著者は，本書の事例を，宗教

的な場所に新しい意味が付与されて観光地が構築

されていくものと位置づけるが，これは「聖地創

造」の枠組みから話を微妙にそらしているように

見える。著者の思考の中で矛盾がないとするなら

ば，本書の事例における「聖地創造」とは，おそ

らく「観光地構築」「観光資源化」と同義なので

あろう。なお，「まえがき」は本書出版にあたっ

ての書き下ろしではなく，松井 （2006） のⅠ章

「はじめに」の改稿である （初出一覧にはない）。

Ⅰ章「宗教とツーリズム」は，もとは三つの論

文に分かれていたものであり，1節，2節，3～5

節でずいぶん内容が異なる。1節は，聖地をとら

える二つの立場を中川 （2003） に従って紹介する。

そして，聖地を社会的・文化的な構築物であると

理解する立場が，現代社会の聖地創造を考えるう

えで有効であり，聖地創造が誰によってどのよう

に行なわれたのかを検討しなければならないとす

る。2節では，世界の代表的な巡礼を概観した

後，特にサンティアゴ巡礼について述べる。現代

の巡礼者に関しては，巡礼事務所資料により統計

的分析も行なっている。サンティアゴ巡礼に関す

る文章を本書に所収したのは，Ⅵ章で言及される

「ながさき巡礼」のモデルとなっていることにも

よるのであろうが，サンティアゴ巡礼と「ながさ

き巡礼」をパラレルに考えるには，違いが大きす

ぎるように思われる。3節～5節は，聖地管理に

関するShackley （2001） の本の紹介である。抽象

的なさまざまな議論が提示されるが，訪問者の聖

地体験の質を高めるためには，聖地を管理して，

場所の精神を守ることが必要であること，しか

し，経済的な維持コストや，信仰者・観光客両方

への対応，政治的影響の問題があることなどを述

べている。ここでは，どこがShackleyの引用

で，どこが著者の主張なのか，はっきりしない。

どこまでが引用部分なのか （あるいは聞き取り部

分なのか） 不明瞭な箇所は，実は本書の他の章に

もいくつか見られるのだが，他者の考えと自分の

見解を明確に区別することは，学術書にとどまら

ず，文章を書くうえでの基本であり，本書の書き

方は感心しない。5節では，Shackleyの議論とあ

まり関係なく，さまざまな主体によって現代の聖

地が再構築されていることが強調される。

Ⅱ章「長崎におけるキリスト教」は，長崎県の

カトリックと教会の概要紹介である。まず1節で
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務局長は五島のカクレキリシタンの家系の出身だ

という。評者は，団体の中心人物が誰かというこ

とは，重要な事柄と考える。著者は，「世界遺産

の会」を「プロデューサー」と位置づけるが，中

心人物の出自や，維持困難な教会を生きた宗教空

間として保存するという会の主張にも鑑みれば，

「世界遺産の会」は，「プロデューサー」と言って

も「ホスト」に近い面があるのではなかろうか。

3節では，「世界遺産の会」が2001年に設立され

て以降の活動を紹介し，その事例として，著者が

参与観察を行なった2006年の平戸講演会・教会

見学会の様子を詳述する。また，その参加者に対

して実施したアンケート調査結果のうち，特に教

会の印象や感想を検討する。著者は触れないが，

これは，アクターのうち「ゲスト」についての調

査と言える。最後に，暫定リスト入り後に長崎県

の世界遺産登録推進室が規定した普遍的価値の文

言（ただし，出典が示されていない）を検討し，

潜伏集落（カクレキリシタン）の伝統が強調さ

れ，当初の重要なアクター「世界遺産の会」が重

視する教会建造物の価値に関わる言説が後退して

いると指摘する。本書の中で最も著者の主張が出

ているところであるが，評者に言わせれば，上述

の「ホスト」的な「プロデューサー」と，そうで

ない「プロデューサー」との違いと解釈できるの

ではなかろうか。

Ⅴ章「教会を訪れる人びと」は，新上五島町の

話でひとつの章としているが，特にゲスト側の分

析に重点がある。1節では，新上五島町の観光動

向の概要に次いで，旅行社の資料をもとに，（新

上五島町を含む）五島列島対象のパッケージツ

アーの事例が述べられ，また町行政や民間による

イベントが紹介される。2節は，2006年に町主催

で実施された島内観光イベント（徒歩による教会

巡りと海上クルーズを組み合わせたもの）参加者

へのアンケート調査結果の報告である。教会の印

象などの他，感想の言説について，島外居住者と

地元民に分けて検討している。3節では，新上五

島町の五つの教会に置かれた雑記帳の自由記述を

資料に，カトリック信徒と観光客に分けて，訪問

日本のカトリック分布を検討して，長崎大司教区

（＝長崎県） の信者率が高いことや，教会数 （特に

規模の小さい巡回教会） が多いことを指摘する。

また，長崎県のカトリックの歴史を概観する。2

節では，建築学の成果に拠りながら，長崎県の教

会堂の建築年代や建築材料の特徴などを述べる。

Ⅲ章「ホストの側の観光動態」は，長崎県と平

戸市の観光動向の検討と，新たにつくられた観光

ツアー「平戸キリシタン紀行」の紹介である。1

節では，他書の調査に基づいて，九州観光の地位

が低下していることや観光イメージが弱いこと，

2005年に官民一体で九州観光推進機構が設立さ

れたことを述べる。2節では，長崎県の観光統計

や観光動向調査を資料に，入込客数や消費額，来

訪目的などが検討される。3節では，観光統計に

基づき，平戸市の宿泊客数が減少していること，

近隣からの観光客率が高くなっていることを指摘

する。そして，広域から観光客を誘引するため

に，平戸観光協会が中心になって，新たな観光資

源として，「平戸キリシタン紀行」という，キリ

シタンゆかりの場所をめぐるツアーが2003年に

始まったことが紹介される。Ⅱ章・Ⅲ章は，初出

時はひとつの論文であった。

Ⅳ章「世界遺産登録への動き」は，世界遺産が

らみの話でまとめている。1節は，世界遺産登録

の公募に応募した「長崎の教会群とキリスト教関

連遺産」 （以下，「長崎の教会群」） が2007年に暫

定リスト入りしたことにも言及するが，主には世

界遺産の概要説明である。世界遺産の登録基準と

して，「顕著な普遍的価値」を有することが重要

であることが確認される。また，遠藤 （2005） を

参考に，世界遺産運動のアクターとして，プロ

デューサー，ホスト，ゲストの三者を挙げ，特に

プロデューサー （行政，観光業界，任意団体な

ど）の役割が大きいと述べる（ただし，円の重な

り部分の説明のないベン図は無意味である）。2

節では，「長崎の教会群」の推薦に重要な役割を

果たした「世界遺産の会」について記述される。

この会は，教会関係者，地元企業・マスメディ

ア，行政関係者を含めた有志の団体というが，事
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言えるのか」 という解釈の側面 （新しさ，ユニー

クさなど）の片方ないし両方があると評者は考え

るが，本書には，そのどちらも感じられない。

事実の側面については，評者にとっては驚くよ

うな発見や，圧倒されるような情報量の多さがな

かった。本書が提示するアクターの考え方にのっ

とって分けて考えると，ホスト （教会，信徒，地

域住民など） のことがいちばん分からない。たと

えば，教会別の信徒や地域住民の数は何人なの

か，教会の維持組織や生業はどうなっているの

か，（Ⅶ章などで簡単な記述はあるが） 信徒や地域

住民は何を考え，どのように行動しているのか，

教会といっても，個々の教会 （神父） と長崎大司

教区 （後者は，むしろプロデューサーではないか）

の間に考えの齟齬はないのか，教会やその周辺の

景観的変化はないのか，などといった疑問が次々

とわきおこるが，本書はこれらにほとんど答える

ところがない。

ゲストについては，教会の訪問者数や訪問者の

属性，行動といった基本的な事柄が断片的にしか

分からない。著者は，Ⅳ章とⅤ章でイベント参加

者にアンケート調査をして，ゲストのデータを集

めているように見えるが，どのような母集団を想

定しているのであろうか。調査対象としたイベン

トは，「世界遺産の会」や新上五島町主催のもの

で，いずれも教会やキリスト教の歴史に対して意

識が高い人が参加している。教会訪問者の平均像

が抽出できるとは思えず，ゲストの調査としては

偏っていると言わざるをえない。また，雑記帳の

言説分析は，データ数が少ないうえに，研究者の

主観に左右される面が大きく，説得力に欠けてい

る。

著者が重視するプロデューサーについては，

「世界遺産の会」や長崎県，長崎県観光連盟など

の活動が紹介されている。しかし，どうしても表

面だけを描いているような物足りなさを感じてし

まうのは，活動結果のみを記述し，そこに至る意

思決定過程や，あったはずの紆余曲折が見えて来

ないためであろう。議会の議事録や各種の行政文

書を細かく検討したり，同じ行政でもさまざまな

者の感想を分析する。

Ⅵ章「創造される聖地巡礼」は，タイトルどお

り，教会巡礼の創出について述べる。1節では，

2005年度に始まった長崎県の観光振興プロジェ

クトが，「キリシタン文化」に着目してガイド

ブックを刊行していることや，長崎県観光連盟が

「長崎・新キリシタン紀行」というパンフレット

を作成して，教会巡りのモデルコースを設定して

いることが紹介される。2節では，カトリック教

会側も2005年にガイドブックを作って，教会等

の巡礼を打ち出していること，2007年に世界遺産

暫定リスト入りしてから，長崎県観光連盟が長崎

大司教区と協働して，教会等を巡る「ながさき巡

礼」を創出したことが述べられる。

最後のⅦ章「場所の商品化とその課題」では，

一気に話が抽象化する。1節では，観光化による

教会の被害や信徒の負担増などを，聞き取りに基

づいてまとめる。次に，教会群のヘリテージ化の

意味として，モノ化・商品化する面と普遍的価値

が付与される面の二つを指摘する。2節では，場

所のヘリテージ化の課題として，場所のテーマ

化，住民アイデンティティへの影響，創出された

ロカリティの不安定性の 3点を挙げる。また，世

界遺産登録への期待と不安について述べる。最後

に，重層的なレイヤー （構成要素，表象） から成

る観光空間の模式図が提示されるが，本書の粗筋

は，その直前に，次のようにまとめられている。

すなわち，「長崎の教会群をめぐる観光資源化の

動きは，さまざまな外部環境の変化 （中略） とそ

れぞれの思惑をもつアクター（中略）の相互作用

により，生み出されてきた。「ながさき巡礼」の

ような宗教ツーリズムは，こうした社会的コンテ

クストの時間的・空間的変化にともなって創出さ

れるものといえよう」 （170頁） と。

以上，若干のコメントをはさみながら，本書の

内容を紹介してきたが，冒頭に述べたように，本

書への高評価には評者は疑問を感じる。一般的に

言って，いい意味でのインパクトのある本や論文

は，「よく調べたな」（情報量の多さや新事実の発

見など）という事実の側面か，「そういうふうに
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以上のように，本書は，解釈や概念面でも得る

ところがないのだが，「聖地」「聖地創造」の語に

ついて，もう少し触れておきたい。拙評の最初

に，教会という既存の宗教的聖地に対して，「聖

地創造」という枠組みを当てはめるのは適切かと

述べた。「まえがき」の最初では，「聖地」の語を

「人を惹きつける魅力をもった場所」 （ⅰ頁） と措

定し，比喩的意味も含めて使っているから，従来

の教会がそういう魅力のある場所ではなかったの

ならば，教会における「聖地創造」と称しても，

あながち不適切とも言えない。しかし，本書にお

ける「聖地」の語の用法は厳密でなく，宗教的聖

地の意味で「聖地」を使っている場合もあるので

（たとえば「聖地の商品化」という表現），このよ

うな詮索は著者にとっては無意味なのかもしれな

い。それはともかくとして，「聖地創造」の事例

として，なぜ既存の宗教的聖地を取り上げるのか

という意義づけは必要であろう （宗教地理学研究

者だからという俗的理由以外にである）。という

のも，「聖地創造」とは，宗教的ではない場所が

「聖地」となることが多いと考えられるからであ

る。既存の宗教的聖地に着目する理由を説明する

ことは，「観光戦略としての宗教」（英語タイトル

では「宗教」を「Sacred Sites」としている） とい

う本書のタイトルを説明することにもなるはずで

ある。しかし，奇異なことに，著者はこのことに

何も触れていないが，これは一言あってしかるべ

きであろう。

「聖地創造」について思いを巡らせていくと，

アニメの聖地などの場合，日常的な場所や事物

に，まったく別個の物語上の意味が新たに付与さ

れて「聖地」化していくが，長崎県の教会の場

合，（世界遺産運動上の位置づけの変化はあるが）

新しい物語や意味の創出がないことにも気づく。

あるのは，既存の歴史や建物の意義の強調であ

り，創造されたのは，「聖地」ではなく，むしろ

「ながさき巡礼」などの教会巡礼である。それ

は，Ⅵ章のタイトル「創造される聖地巡礼」がま

さに示しているとおりである。このように考えて

くると，本書はいわゆる「聖地創造」の事例では

立場の人にインタビューしたりすることによっ

て，プロデューサーの動きをもっとダイナミック

に描くことが必要なのではなかろうか。

以上のように，本書は，ホスト，ゲストについ

ては事実の提示すら不充分であり，プロデュー

サーについても表面的で，事実の掘り下げがな

い。ただし，研究対象自体の性格として，伝統的

宗教の観光資源化は古今東西よくある話であり，

目新しさを出すのに苦心することは理解できる

（これが新宗教の教団施設の観光資源化ならば別

であろう）。しかし，それならば解釈面で新奇さ

をねらうべきであり，その常套手段としては，他

の観光資源化・観光地化の事例やそれらの先行研

究と対比して，本事例の独自性や位置づけを明ら

かにすべきであるが，そのような検討もない。あ

るいは，そうでなくても，宗教施設の観光資源化

について，事例とフィードバックを繰り返しなが

ら，分析の枠組みや概念がきちんと作られたなら

意義があることと考えるが，それもない （重層的

なレイヤーの観光空間模式図は，事例による詳説

がなく，練られたものとは思えない）。上に紹介

したように，著者は最後に「長崎の教会群をめぐ

る観光資源化の動きは，さまざまな外部環境の変

化（中略）とそれぞれの思惑をもつアクター （中

略）の相互作用により，生み出されてきた」とま

とめるが，それは最初から想定される枠組みであ

り（Ⅰ章 1節でも 6頁で「様々なアクターの思惑

が交差する」と述べる），その枠組みを最後に再

論されても，本書の研究の意味がない。長崎県の

事例をもとに，この枠組みがどう精緻化されるの

か，あるいは修正されるのかを考えるべきであ

る。これ以外にも，著者は，「商品化」など関係

のありそうな概念についていろいろ紹介はするの

だが，どこまでが著者オリジナルの整理なのかが

分からず，そうだとしても，多数ある先学の議論

の再検討がない。それを「場所の商品化や真正性

（中略） などの諸概念を再考する必要があるだろ

う」 （170頁） と最後に先送りされてしまっては，

肩すかしである。本書は耳触りのいい表現が随所

にあるのだが，言葉だけが浮いているように見える。
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もしれない。失礼の段はお詫びし，本書によっ

て，長崎県の教会等の観光地化について学ぶこと

ができたこと，「聖地」や「聖地創造」などにつ

いて考える機会を得られたことに感謝する次第で

ある。
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なく，上述のように，「観光地構築」「観光資源

化」に相当するものではなかろうか。拙評の冒

頭，「本書は，長崎県の教会群やいわゆる「キリ

シタン文化」が，21世紀に入ってから観光資源化

されていく状況を扱ったものである」と記したと

おりである。

著者の「聖地」の語の使い方が厳密でない点は

上述したが，用法の曖昧な（あるいは不適切な）

言葉は他にも見られる。地名の一例だけ示すと，

著者は本書で「長崎」の地名をしばしば使うが，

これでは「長崎県」なのか「長崎市」なのか，意

味がはっきりしない。確かに世界遺産暫定リスト

上での名称は「長崎の教会群」云々であり，副題

の 「長崎の教会群」 もそれを指している。しかし，

地理学者であればこそ，暫定リストの名称を指す

場合以外は，明解な用法を心がけるべきであろう。

以上，思うままに書き連ねたが，評者の勉強不

足を覆い隠すために，屁理屈をこねただけなのか

増淵敏之著『物語を旅するひとびと ―コンテンツツーリズムとしての文学巡り─』

彩流社　2014年　191p.　2,000円（税別）

近年，「コンテンツ・ツーリズム」という言葉

が使われるようになってきている。山村 （2012：

2） によれば，その初出は国土交通省・経済産業

省・文化庁 （2005：49） で 1），和製英語という。

「コンテンツ・ツーリズム」の語の分かりにくさ

は，「コンテンツ」という言葉が，英語本来の意

味とはずれて使われていることに起因していよう

が，2004年公布の「コンテンツの創造，保護及び

活用の促進に関する法律」では，「コンテンツ」

を「映画，音楽，演劇，文芸，写真，漫画，アニ

メーション，コンピュータゲームその他（中略）

のうち，教養又は娯楽の範囲に属するもの」と定

義している。

本書は，2010年にコンテンツ・ツーリズムの概

要を紹介し，翌年には続編としてご当地ソングを

論じた著者 （増淵 2010, 2011） のシリーズ 3冊め

で，今回は「小説巡り」2）をテーマとしている

（書名の副題には「文学巡り」とあるが，本文で

は一貫して「小説巡り」と表現されている）。評

者は，コンテンツ・ツーリズムについて詳しいわ

けでも，自身が実践しているわけでもないが，地

理学者の手になる小説巡りの本で，著者もみずか

ら「地理学の領域に位置するもの」 （172頁） と考

えるとあれば，地理学と文学との関わりに関心を

寄せてきた者として，本書を紹介し，いくばくか

のコメントを述べたい。

まず，内容を簡単に紹介する。「はじめに」で

は，著者の関心や本書の意図などが記されるが，

具体的には後述する。

第 1章「小説のテクスト分析」は，前田愛や杉

浦 （1992） など，文学を通じた都市論の紹介が前

半にあるが，後半はやはり本書の趣旨説明であ


