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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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＊松井の初出論文など，本書の巻末に示されてい

る文献は，ここに挙げるのを省略する。

 （小田匡保：駒澤大学）

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
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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
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川書店 （文庫）。初出は1978年 （早川書房）。

矢作俊彦　2004．『ロング・グッドバイ』角川書

店。2007年に文庫版 （角川書店）。

〔第 5章：宇都宮〕

宮部みゆき　1998．『火車』新潮社 （文庫）。初出

は1992年 （双葉社）。（テクスト引用部分に2004

年とあるのは増刷年か）

〔第 6章：大宮 （さいたま）〕

吉田修一　2004．『ランドマーク』講談社。2007

年に文庫版 （講談社）。

〔第 7章：金沢〕

唯川　恵　2003．『病む月』集英社 （文庫）。初出

は1998年 （集英社）。

〔第 8章：佐世保〕

佐藤正午　1986．『永遠の1 /2』集英社 （文庫）。

初出は1984年 （集英社）。

〔第 9章：小田原〕

中村　航　2007．『あなたがここにいて欲しい』

祥伝社。2010年に文庫版（角川書店）。

夢枕　獏　1998．『瑠璃の方船』文藝春秋 （文

庫）。初出は1995年 （文藝春秋）。

椰月美智子　2009．『坂道の向こうにある海』講

談社。2013年に文庫版『坂道の向こう』（講談

社）。

〔第10章：新宮〕

辻原　登 2009．『許されざる者』（上・下）毎日

新聞社。2012年に文庫版 （集英社）。

佐藤春夫 1986．『わんぱく時代』新潮社 （文

庫）。初出は1958年（講談社）。

〔第11章：盛岡〕

関口　尚　2007．『君に舞い降りる白』集英社

（文庫）。初出は2004年『あなたの石』（集英

社）。

〔第12章：静岡〕

乾くるみ　2007．『イニシエーション・ラブ』文

藝春秋（文庫）。初出は2004年（原書房）。

第13章「終章」と「おわりに」では，また著

者の関心が述べられるが，今後の研究方向にも触

れられている。

さて，以下，本書に対するコメントを述べてい

る。「小説のテクスト分析」という章題は適切で

はなく，本書がテクスト分析をしているとは思え

ないし，著者自身も「少し違う」 （16頁） と書い

ている。

なお，14頁で，文学作品の舞台になった場所を

歩く「文学散歩」は野田宇太郎が戦後始めたもの

で，1951年の『新東京文学散歩』を嚆矢とすると

いう川本 （2006：305-306） の文章を引いており，

傾聴に値する。ただし，文献データベースを検索

すると，「文学散歩」という語自体はそれ以前に

も使われているようであり，厳密な検討が必要で

ある。

第 2章「都市イメージとコンテンツ」は，都市

のイメージ形成に関する議論を紹介し，現在は

「メディアやコンテンツがイメージ形成の鍵にな

る」 （25頁） と述べる。また，近年では「小説の

映像化」 （25頁） が重要であることを指摘する。

ただし，「コンテンツ作品が当該都市のイメージ

形成にどのように寄与しているか」 （22頁） に著

者の関心があるとは記すものの，本書のこれ以降

の部分でそれが具体的に分析されているわけでは

ない。

第 3章から第12章までは，「○○を歩く」とい

う形で，釧路，横須賀，宇都宮，大宮（さいた

ま），金沢，佐世保，小田原，新宮，盛岡，静岡の

10地方都市がとりあげられる。記述内容は，そ

の都市の地理的概況，そこを舞台にした作品，題

材とする主作品に登場する地名・建物・施設など

の同定と解説，言い換えれば地理学的注釈づけで

ある。なお，第 8章の前半は，木に竹を接ぐよう

に，創作者の転居 （空間選好） が論じられている。

題材とされている主作品は以下のとおりであ

る。

〔第 3章：釧路〕

桜木紫乃　2012．『凍原』小学館 （文庫）。初出は

2009年 （小学館） だが，完全改稿。（テクスト

引用部分に2011年とあるのは誤記か）

桜木紫乃　2013．『ホテルローヤル』集英社。

〔第 4章：横須賀〕

矢作俊彦　2005．『リンゴォ・キッドの休日』角
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（18頁） とか，「作品を通じて都市を眺め，その魅

力や可能性を見出していくことに目的がある」

（162頁） と記している。評者なりに解すれば，本

書は，当該都市の人々や実務者に向けて，小説を

通じて都市の魅力を伝えようとしているように見

える。イメージや魅力の発信の重要性を繰り返し

力説するのは，まさに地元の人へのメッセージで

あろう。しかしながら，そもそも都市の魅力は小

説でどれだけ描写されうるものなのかという疑問

がある。正直なところ，評者は，土地勘があまり

ないこともあってか，本書の第 3章から第12章

までの記述で，それらの都市に魅力を感じること

はなかった。

第三に，「ただ単にコンテンツツーリズムのガ

イドブックということではなく」 （12頁） という

一節から逆にうかがえるように，本書は，小説巡

りのガイドブック的性格を持っている。比較的年

齢の高い客層がメインの従来型の小説巡りに関し

ての本なので，「読者層は高めに設定して書いた」

（173頁） とも述べている。「中上健次縁
ゆかり

の場所を

交えてみるのもいいだろう」 （146頁） という表現

は，まさに街歩きするツーリスト向けの発言であ

る。本書は，作品に登場する建物や施設などの解

説が詳しくなされているので，特に作家のファン

にとっては便利な案内書になるであろう。

最後に，本書はエッセイとも言えそうである。

著者の個人的経験が時折顔をのぞかせる文体もそ

うだが，本書は実は，著者自身が小説巡りをした

記録なのではなかろうか。「物語を旅するひとび

と」ではなく，「物語を旅する私」こそが，本書

の内実を表す書名のように思える。エッセイに対

しては，評者は何のコメントもする能力がない。

その他，細かいことかもしれないが，著者は，

作品のどの版のテクストを使用するかについて，

無頓着なのではないかと思う。人気のある小説

は，初出本刊行の後にしばしば文庫版が出される

が，その際，テクストが改変される場合がある。

大幅な改稿でなくとも，誤りの訂正や，逆に文庫

化の際の誤りもある。本書には多くのテクストが

引用されているが，どの版を使っているかが，多

こうとして，ずいぶん書評を書きにくい本である

ことに気づく。その理由は，本書がどういう性格

の本なのか，言い換えれば，誰を読者として想定

しているのかが明確でないためであろう。本書の

あちらこちらの記述から評者が判断するに，本書

は四つの側面がある。第一は，大学教員やコンテ

ンツツーリズム学会会長という著者の肩書からも

予想されるように，研究者向けの研究書である

が，その性格はうすい。先行研究の紹介はいくら

かあるが，議論の整理をしているわけではない。

また，上述したように，作品のテクスト分析をし

ているわけでもない。「コンテンツツーリズム」

と副題にうたいながら，ツーリズムの研究でもな

い。強いて言うならば，小説を糸口にして，地方

都市とその変容を地誌的に記述しているものであ

る。「都市の変容を，コンテンツ作品を通じて見

ていくことが主目的」 （16頁） とあるのが，それ

に該当する。著者は「杉浦の著作に大きな影響を

受けた」 （16頁） と記しているが，小田 （1993, 

1997） で評したような地理学的注釈づけの多さや

地誌的記述を見ると，確かにそう感じる。ただ

し，小説を使うことによって，（それまで分から

なかった） 何が明らかになったのかという疑問は

払拭できない。このような記述スタイルは，論理

やストーリーの展開がなく，当該都市に土地勘の

ない者や，とりあげられた作品や作家に馴染みの

ない者には退屈である。著者は，小説が都市をき

ちんと描写していることに価値を置いている。小

田 （1997） で挙げた文学地理学の方向性に位置づ

ければ，ある特定の地域・空間に関する地理的事

象を明らかにする資料として文学作品を使ってい

ると言える。作家の地域・空間イメージや認識

をとらえようという志向性，換言すれば，川本

（2006：306） が前田愛に見る「描かれた都市」へ

の着目は，著者にはないようである。

第二に，著者は，人口減少など地方都市の抱え

る問題に関心があり，「地方都市での新たな再生

の契機の確認ができれば」 （10頁） と考えている。

小説巡りはその手段であり，「小説作品を通じて

の当該都市の魅力の再発見が本稿の目的である」



66― ―

便宜的にこの語を使用する。
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くの場合不明瞭である。上記の作品リストは，引

用ページ番号などから推定される版を挙げている

が，掲載されている表紙の書影が別の版であるこ

ともあり，読者を誤解させる。

なお，文言の誤りが多いのは残念である。題材

とした作品でも，夢枕 （1998） と椰月 （2009） の書

名を間違えているし，テクストの引用部分にも誤

写がかなりある。写真や引用された図版は，現代

の本にしては，なぜか不鮮明である。オリジナル

の地図も，地理学研究者ならば，もっと何とかな

らなかったのかと思う。

著者の研究の中心は本来，産業論的なコンテン

ツの考察にあるようであり，コンテンツツーリズ

ムの研究は傍流だという。現在の関心は，地域で

の独自のコンテンツ制作，産業化に移りつつある

とのことである （175頁）。創作者の帰郷や地方転

居に触れる第 8章前半の不自然な記述も，この関

心から書かれたのであろう。こちらでの今後の成

果も期待したい。

注

 1） 「地域に関わるコンテンツ （映画，テレビド

ラマ，小説，まんが，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」と定義されている （国土交

通省・経済産業省・文化庁 2005：49）。

 2） 「小説巡り」はこなれない表現だが，小説の

舞台巡りの意味で使われている。拙評でも，
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本書は初学者や一般読者を対象とする「やわら

かアカデミズム・＜わかる＞シリーズ」中の一巻

として出版されたものである。このシリーズは学

問分野の科目ごとに 1冊刊行されており，研究

テーマや課題，研究方法やキーパーソンなどの

キーワードを 1節毎に取り上げて，その科目を幅

広く紹介するというところに最大の特徴がある。

地理学の分野からは本書が初めての刊行である。

このシリーズの各本の内容は多岐にわたること

もあって，執筆者が20人を超えることも珍しく

はない。本書も30～60歳代の46人により執筆さ

れている。これはシリーズ内でも，都市地理学の


