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開会あいさつ 

 

横山 壽一 

金沢大学地域連携推進センター長 教授 

 

 

 本日は、第 2 回リアル・ワールド・コンテンツミーティン

グに参加いただきましてありがとうございます。地域連携推

進センターは、大学と地域を結ぶ窓口として、各地域のさま

ざまな地域活性化の取り組みに関わってきました。その中で、

近私どもが大変関心を持っているのが、コンテンツによる

地域活性化の取り組みです。コンテンツという場合には、映

画やテレビドラマ、アニメや小説、そしてキャラクターとい

ったさまざまなものを含んでおり、例えば NHK の大河ドラ

マを用いた地域の活性化や、当地のゆるキャラを活用した地

域の活性化などもそうしたものの一環ですが、近年注目され

ているのは、国もクールジャパンとして大変力を入れている

アニメやゲームなどの日本のポップカルチャー、いわゆるオ

タク文化などです。こうしたものは一部の若者の大変熱狂的

な支持を受け、日本国内だけでなく、世界的にもそのファン

を広げています。 

 私どもの身近な取り組みとして、湯涌温泉を舞台としたアニメ「花咲くいろは」の劇中祭りを実際

に実施する「ぼんぼり祭り」があります。今年度が 3 回目の開催ですが、全国から 5000 名以上の人た

ちが参加するという、大変大きな取り組みとなっています。 

 また、当センターは 3 年前から、コンテンツを活用した地域活性化の取り組みについて、リアル・

ワールド・コンテンツミーティングを開催しています。仮想現実のコンテンツと、現実の社会でその

地域がどのようにして接点を持つことで地域の活性化を行うことができるのかということを、先進的

な取り組みの事例を交えながら、地域住民やファンの方々、そして学識経験者なども加わって考えて

いこうというもので、全国でもあまり例のない取り組みかと思います。コンテンツを活用した地域の

活性化について、学術的な考察も加えながら、ファンやコンテンツホルダー、そして地域社会がそれ

ぞれいい形で共存共栄していけるような新しいモデルを模索したいと考えています。昨年は「ぼんぼ

り祭り」を取り上げて、アニメコンテンツの制作会社、ファンの方、そして湯涌温泉観光協会の三者

でシンポジウムを開催しました。アニメのファンがその舞台となった場所を訪れる、いわゆる「聖地

巡礼」と呼ばれるアニメコンテンツによるツーリズムが地域活性化の起爆剤となっている事例を取り

上げて議論する中で、コンテンツによる地域活性化については、まず何よりもそのコンテンツがヒッ

トし、ファンに愛されていること、また、地域が一丸となってコンテンツを育て、ファンを支えてい

く取り組みが不可欠であること、そしてコンテンツ自身には一定の賞味期限があるので、この取り組

みをきっかけにして地域自体がリアルな魅力をいかに発揮していくかが大変大事だということが明ら
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かにされました。 

 今回はコスプレ文化を取り上げて議論していきます。「コスプレ」とは「コスチュームプレイ」のこ

とで、演劇用語では衣装劇のことのようです。一般的に今、コスプレといわれているのは、クールジ

ャパンでのアニメやゲームなどに登場するキャラクターに扮することです。近年、このコスプレは若

者の間で非常に大きな広がりを見せ、東アジア、ヨーロッパにもファンが広がり、コスプレのために

日本を訪れる若者も少なくありません。本日は先進事例として行政側の取り組み、そして、地域社会

や、コスプレを実施するコスプレイヤー、ユーザーの方々それぞれの立場で事例報告を頂き、パネル

ディスカッションを行って、世界に広がるコスプレ文化を地域活性化にどうつなげていくかについて

一緒に考えていけたらと思っています。よろしくお願いいたします。 
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事例報告 

コスプレによる地域活性 
 

箱田 貴子 

日本コスプレ委員会 副委員長 

 

 

 本日はこのような場にお招きいただき、誠にありがとうございます。私の母方の実家が金沢で、私

自身も専門学生の頃をこの金沢の地で過ごしましたので、私にとっては第 2 の故郷のような思い入れ

があります。そんな金沢の地で、このような機会を頂いたことを大変光栄に思います。私からは、コ

スプレによる地域活性について、私どもの活動を中心にご紹介させていただきます。 

 

1．日本コスプレ委員会とは 

 日本コスプレ委員会は、コスプレイベントなどを催し、収

益の一部を震災復興や福祉基金に役立てていくという新しい

発想の下、アニメ、コスプレを通じた地域振興や社会貢献活

動、国際的な文化交流から観光誘致まで、さまざまな分野で

「日本を元気にする」活動を展開するために 2011 年 5 月に設

立しました（図表 2）。代表の委員長は杉本真依、私は副委員

長です。所在地は大阪です。 

 私どもでは、コスプレをするコスプレイヤーを中心に委員

会メンバーを募集しています（図表 3）。現在、登録ベースで

約 4000 人のコスプレイヤーが全国におり、そのほとんどが女

性です。委員会メンバーというコミュニティを作り、同じ思

いを共有する仲間と共に社会貢献活動を行っています。また、

コスプレ撮影イベントの他にも、子どもたちの笑顔につなが

る活動として、親子交流イベントの主催や、児童福祉施設・小児病棟への訪問撮影会なども行ってい

ます。その他、海外への文化発信と観光誘致、旅行あっせんなども今後進めていきます。 

 具体的な社会貢献活動として、親子交流イベントや福祉児童施設への訪問を行ってきました（図表

4）。また、通常のコスプレイベントの収益の中から、児童福祉支援団体への寄付や、東日本大震災へ

の義援金寄付を行っています。 

 

2．コスプレによる地域活性の事例紹介 

 コスプレによる地域活性の事例として、2013 年 3 月 30 日に宝塚で行われた「アニメタウンフェス

タ 2013」をご紹介します（図表 5）。イベントは 10 時から 17 時まで行われ、1 日で約 7000 人の一般来

場者がありました。主催は宝塚市国際観光協会と宝塚市、後援は観光庁と近畿経済産業局、宝塚市教

育委員会、運営は私ども日本コスプレ委員会です。 

 まず、ソリオホールという建物では、宝塚にゆかりのある手塚治虫先生のアニメ「鉄腕アトム」と
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「ジャングル大帝」の無料上映会が行われました（図表 6）。また、地元大学である宝塚大学と武庫川

女子大学の学生さんの作品展の開催、そして地元大学生を中心とした二次創作の即売会も行われまし

た。コスプレ委員会のこれまでの活動についての展示も行いました。武庫川河川敷には、「痛車」と呼

ばれるキャラクターペイントカーが全国から集まり、河川敷にずらりと並びました（図表 7）。ソリオ

カルチャーという集会場では、学生ボランティアによる子ども向けの似顔絵やボディペイント、塗り

絵や工作などのワークショップが行われました（図表 8）。それから、「花のみちセルカ」といわれる

メイン通りでは、コスプレ撮影イベントの他にも、地元商店会によるスーパーボールすくい、ヨーヨ

ーつり、地元宝塚の FM ラジオの公開収録なども行われました（図表 9）。 

 そして、当日 も盛り上がったのがコスプレファッションショーです（図表 10）。ちびっこコスプ

レファッションショーでは、8 組 18 名のちびっこコスプレイヤーが、「スマイルプリキュア！」「ONE 

PIECE」「スーパーマリオブラザーズ」「パイレーツ・オブ・カリビアン」のコスプレで登場し、大人

たちに負けないくらいの笑顔でステージを歩きました。 

 大人のコスプレファッションショーでも、「仮面ライダーウィザード」「マクロスフロンティア」

「NARUTO」「ONE PIECE」「ブラック・ジャック」など、手作りの衣装を身にまとったコスプレイ

ヤーが登場するたびに、歓喜の声が上がりました（図表 11）。 

 宝塚には宝塚歌劇や手塚治虫記念館があり、アニメ、漫画が根づいたまちです。しかしながら、こ

こ数年の間に、西宮や尼崎など、周辺地域の都市開発の影響で観光客が激減し、地元商店会や地元産

業の活気がなくなっていたようです。そこで宝塚市は地域活性を模索し、アニメ、漫画に根づいた町

であることに着目して、私たちとの出会いがあったわけです（図表 12）。私たちが宝塚でコスプレイ

ベントを始めて早 2 年がたち、今では毎月定期的にコスプレ撮影会を開催しています。初めのころは、

地元の奥さま方から、不思議な格好をしている人たちが突然町に現れたというような顔で見られてい

ましたが、2 年もたつと地元にも定着し、にぎわいにつながっています。 

 この 2 年で、コスプレイヤーさんだけで約 3000 人の方が来られました。彼らは食事や買い物をして

帰られるので、地元の建造物をそのまま有効活用するという手法においては十分な経済効果が生まれ

ていると、宝塚の担当様からうれしいお言葉を頂いています。明日のコスプレイベントをきっかけに、

金沢にも多くの若者が行き交い、にぎやかなまちになればうれしい限りです（図表 13）。 

 ご清聴、誠にありがとうございました。 

 

質疑応答 

 

フロア 1 イベントでどのような安定収益が出てくるのかということと、作品の権利、著作権などの

関係はどのような処理をされているのかをお教えください。 

 

箱田 コスプレイベントを開催するに当たって、2000～3000 円の参加費を頂いています。そこから施

設（更衣室、会場）の使用料や告知の印刷代などの経費を差し引くと、少しばかりの収益が残ります。

その中から積み立てて寄付をしています。 

 著作権については、皆さんコスプレを趣味で行い、お友達同士で撮影するイベントなので、二次創

作などの利用が特になく、利用料は発生していません。 
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フロア2 1 回当たりの参加の人数と、2 年間で増えている傾向にあれば、どのような感じなのかを教

えてください。もう一つは、アニメと比較したときの賞味期限についてです。私などは漫画に疎くて、

プレイヤーの着ているキャラクターが分からないという場合があります。古いものであればみんなが

分かって、 近のものだと若い人の身内でしか分からないというような傾向があるのでしょうか。 

 

箱田 参加人数については、1 回当たり 100 名前後のお客さまがいらっしゃっていますが、雨天だと

その半分以下になる可能性もあり、赤字になるイベントもあります。ただ、そのような場合でも売上

の 低 5％は寄付金として積み立てています。 

 また、イベントに参加されるコスプレイヤーは 10 代、20 代の若い方が多いです。アニメの原点を

たどっていくと手塚治虫先生の作品に出合うので、そこからファンになり、自身の好きな作品のキャ

ラクターに扮する方々もいらっしゃいます。ただ、今、人気のあるテレビ放送中のアニメや連載中の

漫画のキャラクターに扮する方が多いです。 

 

フロア 3 海外の文化発信や観光誘致についてお聞きしたいです。例えば海外のコスプレイヤーと日

本のコスプレイヤーの交流会、あるいはアニメーション、コスプレに関連する観光ルートの設定など

の具体的な取り組みはありますか。 

 

箱田 以前、日本語学校のエール学園に招待され、留学生の方々が自国の食べ物や伝統文化などを紹

介する学園祭で、留学生とコスプレの方々が一緒に撮影をするという交流イベントを行いました。初

めて見るコスプレイヤーさんに海外の留学生の方々はとても喜ばれて、何度も写真を見比べて、自国

に帰ったら友達や親兄弟、親戚に自慢するのだというお声を頂きました。そのような交流イベント等

も、今後、ご招待いただいたら進めさせていただきたいと思っています。 
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事例報告 

 

住之江区におけるコスプレ、 

そしてクールジャパンによる地域活性化 
 

髙橋 英樹 

住之江区長 

 

 

 今日は住之江区のご紹介を少しした後、コスプレの取り組みの話をさせていただきたいと思います。

ただ、住之江区が行政としてコスプレを推進し始めたのは今年度からで、まだまだ試行錯誤の状態で

す。皆さまにお話をするというよりも、自分自身が勉強をしにきたつもりです。煮詰め足りないとこ

ろはありますが、ご容赦いただきたいと思います。 

 

1．大阪の、とってもクールな、住之江区 

 住之江区のご紹介をさせていただきます（図表 2）。場所は

大阪市です（図表 3）。関西空港から車で 40 分ぐらい、神戸

空港や伊丹空港からも車で 40～50 分、奈良や京都、神戸にも、

電車でも車でも 40～50 分で行くので、アクセスのいいまちで

す。ただ、それが生かし切れていないのが悩みです。 

 図表 4 は大阪市の全体像です。出っ張った部分が昭和 50

年代に開発された大阪南港で、コスプレあるいはアニメなど

の重要な舞台になっています。 

 住之江区は東西に長く、東と真ん中と西では個性が全然違

っているという面白い区です（図表 5）。東の方は「歴史と人

情のまち」です。1800 年続く住吉大社が近くにあり、例えば、

まちの若い人がたくさん集まって大和川をおみこしを担いで

越える、あるいは大阪護国神社もあって初詣には大変にぎわ

う、また、昔ながらの商店街がある、ふとん太鼓を一生懸命担いでいる青年団があるなど、割と古い

まちです。 

 中部は「やすらぎと産業のまち」です。以前は材木産業が盛んでしたが、それが斜陽になり、工場

のあったところにマンションなどができて、今は産業の部分と新興住宅街の部分の二つがあります。

（図表 6）。 

 西部は南港の部分で、「海と未来につながるまち」です（図表 7）。フェリーが九州や上海、釜山な

どと行き来しています。よく大阪市の負債の原因といわれますが、ハルカスができるまでは関西で一

番背の高いビルだった WTC というビルや、ATC という大きな商業施設、オートタウンという一種の

ニュータウンなどがあり、海があって、少し未来的なまちです。 

 また、住之江区には西から東にかけてニュートラムという電車が通っています（図表 8）。 
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2．住之江は、クールジャパンの、種いっぱい 

 この住之江にはシーズがたくさんあります（図表 9）。それを何とかまちのにぎわいにつなげていき

たいということで、クールジャパンないしコスプレでまちおこしをしていこうという動きを平成 25

年度から始めました。 

 南港 ATC がコスプレのメッカ（図表 10）で、コスプレイヤーの撮影会など、イベントが行われて

います。もう一つあるコスプレのメッカが、造船所の跡地がある北加賀屋です（図表 11）。南港 ATC

ではなぜかアニメのイベントがよく行われています（図表 12）。そのような土地柄なのか、ゲームや

アニメのキャラクターデザイン、ゲーム制作、ダンスなどを勉強するエンタテインメントデザイン専

門学校がこの 4 月に開校しました（図表 13）。また、相愛大学もあります（図表 14）。音楽の勉強で有

名ですが、ここにも日本のサブカルチャーを勉強する学科があります。あるいは、府立港南造形高等

学校にもデザインを勉強している生徒がたくさんいます（図表 15）。ただ、クールジャパンのシーズ

がいろいろありますが、それを生かし切れていないというのが今の状況です。 

 後は、少しコスプレからは離れるのですが、その昔、遣唐使、遣隋使が中国からお団子のような

ものを持ち帰って、住吉大社で「ぶと」や「まがり」のような形で作り始めたのが、日本のコナモン

のルーツだといわれています。コナモン伝来の地であることも、クールジャパンの動きの一つのシー

ズとして役立てていきたいと思っています（図表 16・17）。また、うどん屋の杵屋や、そばやのそじ

坊を展開するグルメ杵屋という会社が住之江にあります（図表 18）。金沢にも幾つか店があるような

ので、のぞいてあげてください。 

 

3．住之江区、クールジャパンで、盛り上がろ 

 写真のあひるは、ラバーダックといって、いろいろなイベントで浮かんでいます（図表 19）。日本

のラバーダックは住之江区北加賀屋の造船所跡地にいつも空気を抜かれた形で座っておりまして、住

之江区民です。 

 今まではアートフェスタということで、アートを中心とするイベントを行っていましたが、今年か

ら、むしろポップカルチャーやコスプレの方にシフトした形で、北加賀屋の造船所の跡地でイベント

を行っています（図表 20）。雨の日でしたが、3500 人ぐらい来てくださって、盛り上がりました。向

こうに見えているのは大正区ですが、工場などでもコスプレができれば楽しいだろうといわれたりも

します。「すみのえアートビート」では、コスプレイヤーの方がたくさん歩いていらっしゃいました（図

表 21）。コスプレを、アニメを模したものとして限定して捉える方と、もっと広く捉える方と両方い

らっしゃいますが、僕としては広く捉えたいと思っています。 

 「すみのえ CJ パンチ」の「CJ」はクールジャパンの略です（図表 22）。南港 ATC を舞台に、ATC

という会社とタッグを組んで開催しました。左端が私です（図表 23）。私は髙橋英樹といいますので、

「桃太郎侍」という昔の時代劇のコスプレをしています。電車オタクで有名な方、ガリガリガリクソ

ン、NKB48、ニューハーフの方などと一緒に座談会をしました。右下は小池さんといって、「連れ狼」

などのアニメの原作者で、有名な方です。グルメ杵屋の営業部長さんには、うどん打ちもしていただ

きました。「満月ポン」は全国的なお菓子かと思っていましたが、この辺には流通していないようです

けれども、そこの社長さん、それから日本コナモン協会の熊谷さんなどにも来ていただいて盛り上が
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りました。お客さんが 3000～4000 人ぐらい来てくださいました（図表 24・25）。 

 さらに、「年コス」ということで、去年の 12 月 31 日に、加賀屋天満宮という歴史ある神社を舞台に

コスプレイベントをしました（図表 26）。その明くる日の 1 月 1 日には、同じ加賀屋天満宮で「コス

詣」を開催しました（図表 27）。 

 加賀屋新田会所跡という歴史的な建造物でも、いろいろな許可をもらいながら、「コスひな祭 de お

もてなし」をしました（図表 28・29）。ここは地域の皆さん、町会長さんから、「そんなのはうちのま

ちに似合わない」と抵抗があったので、おとなしめにやりましょうということで、和装中心でさせて

いただきました（図表 30）。 

 地域活性化ということですが、いろいろなところから若い人に来ていただきたい、そしてまちを元

気にしていきたい、さらに加えて、住之江区の住民の皆さんに住之江区のいろいろないいところを知

ってほしいという目的のためにやっています。図表 31 の写真は加賀屋の町会長さん方の集まりですが、

皆さんすっかりコスプレが好きになってしまって、行事で「白鳥の湖」を踊っておられるところです。

「コスプレで、未来にはばたく、住之江区」ということで、少しずつ根づき始めていますので、ぜひ

遊びに来ていただきたいと思います。区役所のホームページなどを図表 32 に書いています。 

 このように、試行錯誤しながら、修正しながら進めていますが、せっかくフェリーが発着している

ので、九州からコスプレイヤーが 1 泊かけて住之江にやって来てコスプレをする、そして住之江（大

阪）のコスプレイヤーがコスプレをしながら九州に行き、別府で温泉につかって帰ってくるコスプレ

フェリーのようなことができないかと、フェリー会社や港の管理会社などと相談を始めているところ

です。 

 コスプレパレードは既にいろいろなところで行われ、大須商店街さんもしておられるので、コスプ

レマラソンのようなことができないかと考えています。大阪マラソンのときにもコスプレをした人が

たくさんいたので、それならばいっそのこと、コスプレだけのマラソンをしてもいいのではないかと

思うのですが、警察の許可が下りるかどうかが問題です。 

 後に、コスプレは基本的にはサブカルチャーですので、それをどのようにしてまちの活性化とい

うメインストリームに乗せていくかというところで、いつも悩んでいます。また、コスプレイベント

を始めるとなると、地域によっては少し抵抗感のあるところもあるので、そのようなところをどのよ

うにじっくりお伝えしていくかというところが悩みです。 

 以上です。ありがとうございます。 

 

質疑応答 

 

フロア 1 コスプレのイベントだと、どうしてもコスプレをする人以外はあまり来ないようなイメー

ジがあります。他の都市で行われているイベントと比べて、年越しのイベントなどは、その他のお客

さんの集客がどれぐらいあるのでしょうか。それから、アートフェスタがポップカルチャー系に変わ

ったのには何か理由があったのか、また、変えて人が増えたというようなことがあったのかを教えて

ください。 

 

髙橋 イベントは、まちの特徴や歴史などがどこかに乗っていた方が、やはり人も注目してくれるし、
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長続きするものですから、まちの特徴をより色濃く反映させるために、クールジャパンやコスプレの

要素を、アートフェスタ、アートビートに入れました。集客は 3000～3500 人ぐらいで、豪雨の中、よ

く来ていただいたと思っています。 

 それから、コスプレの撮影会をどのようにまちのにぎわいにつなげていくのかというところは、ま

さに悩みどころです。日本のプレイヤーさんは、見せ物ではないという思考をお持ちの方が結構いら

っしゃいます。ですから、例えば図表 29、30 でいうと、古い建物の中と、その向こうにある庭園を撮

影会場にして、手前では、むしろ人前に出る方が好きだというコスプレイヤーの方がライブをしたり、

食べ物のブースを出したりというように、会場を二つに割りました。コアな部分はコアな部分でしっ

かり守ってコスプレのイベントとしてのアイデンティティーを作りながら、集客もするという、二層

構造にしてみました。これも入れ替わり立ち替わりですが、3000 人ぐらい来ていただきました。 

 

フロア1 コスプレと関係ないイベントを行った場合にはどれぐらい集客があるのでしょうか。 

 

髙橋 規模も違うし、趣旨も違うので、比較できる行事が少ないのですが、例えば割と堅い、人権、

男女共同参画など、いわゆる行政チックなテーマで映画会や講演会をすると、ホールに来られるのが

200 人ぐらいです。また、区民まつりという、大きなグラウンド一つを丸ごと使って地域の団体の方

がブースを出したり、やぐらを出して盆踊りをしたりするものは 1 万人を超えます。 
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事例報告 

 

大須商店街連盟 
 

今井 富雄 

大須商店街連盟 会長 

 

 

 今日はこのようなフォーラムにお招きいただきましてあり

がとうございます。大須は、名古屋の地上商店街では一番元

気といわれる商店街で、全国から非常にたくさん視察に来て

いただいています。 

 

1．大須商店街について 

 大須は、春まつり、夏まつり、大道町人祭の三つを柱とし

て、非常にいろいろなイベントを行っています。図表 2 の写

真は大須観音です。1613 年、名古屋城の築城とともに、大須

観音が岐阜羽島から今の名古屋市中区の大須に移動してきま

した。万松寺というお寺があり、大須は 1813 年に始まった寺

町です。ですから、400 年の歴史がある門前町です。名古屋

では名古屋駅前と栄エリアが非常におしゃれでファッション

性のある中心繁華街ですが、江戸時代から尾張名古屋の中心盛り場として芸どころ名古屋を支えてい

たのが大須です。歌舞伎小屋や見せ物小屋、縁日屋台などから、徐々に門前町に変わってきました。 

 図表 3 が現在の大須のエリアです。大須商店街連盟に参加している振興組合は九つあり、ほとんど

がアーケード街です。大須観音でイベントを行い、その際には境内にステージも作りますし、パレー

ドはここからスタートします。夏まつりにしろ、大道町人祭にしろ、イベントが非常にやりやすいエ

リアです。ちなみに、すぐ近くに大須スケートリンクがあり、そこで浅田真央ちゃんや村上佳菜子ち

ゃんが小中学校の頃に練習していました。 

 図表 4 は、商店街連盟所属の九つの団組です。今、423 の加盟店があり、大須 2～3 丁目のエリアに

1200 店舗ぐらいあります。そのうち毎年 7～8％が変わっていきます。若い起業家の方がどんどん入っ

てきて、商売が駄目だと思われるとすぐに退店するということで、店舗の新陳代謝が非常に激しいの

が大須商店街の特色です。 

 

2．大須の特徴 

 東京でいえば、巣鴨はおじいちゃん・おばあちゃんの原宿、秋葉原はオタクのまちなど、それぞれ 

の特色がありますが、大須はごった煮のまちです（図表 5）。老舗の古い呉服屋や乾物屋、昔からの総

菜屋、スーパー、逆に今の新しいメイド喫茶やカードゲームのお店、そして今は空揚げ屋が非常に出

店しています。 近はオタク系を中心とした若い来街者が中心ですが、毎月 18、28 日は大須観音、万
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松寺の縁日ですので、ご年配の方がお詣りになります。また、昔からの寺町で神社仏閣が非常に多い

ので、外国人観光客も多いです。捉えどころのないごった煮のまちというのが大須のイメージカラー

です。 

 そして、サブカルチャーの聖地ということで、オタクのお店や施設が集まっており、今、大須には

メイド喫茶が 20 店舗以上あります（図表 6）。猫カフェや熊カフェなどもあります。ファッションで

も、大須カジュアルという、ヨーロッパやアメリカ製の若い方向けのユーズドの洋服などのお店があ

ります。メイド喫茶は大須が発祥で、「いらっしゃいませ、ご主人様」という文句も大須のメイド喫茶

が初めて使ったといわれています。 

 それから、「OS☆U」（大須スーパーアイドルユニット）という地域のアイドルユニットが 3 年半活

動しています。大須夏まつりで公開選出で選ばれた方がアイドルユニットを組み、夏まつりや町人祭

などのイベントにも協力してくれています。昨年 12 月には NHK オンデマンドの「全国あまちゃんマ

ップあなたの街おこしキャンペーン」の全国ご当地アイドルランキングバトルでナンバーワンになっ

たようです。 

 それから、1700ｍを超えるアーケード街なので、雨天でも気にせずにパレードができます。図表 7

が大道町人祭のもようです。今、大須は平日に 3 万～4 万人、土日に 7 万～8 万人ぐらい来ていただい

ています。イベントがあると、すれ違うのも大変なぐらいです。 

 そして、ボランティアさんに非常に一生懸命活動していただいています（図表 8）。これは 3 年目に

なりますが、「大須ファンの集う街」をうたい、土日の午後 1 時から 4 時半まで、ふれあい広場という

イベント広場を自由に使って路上ライブなどをするほか、ボランティアガイドの「大須案内人」が土

日に 1 日 3 人ずつぐらい交代で、ここを拠点にアーケード街を歩いて案内します。カーターさんとい

う日本語ぺらぺらの外国人の方や、着物を着た方など、非常に個性豊かな方が案内してくださいます。 

 

3．世界コスプレサミットについて 

 世界コスプレサミットのパレードは夏まつりで行います（図表 9）。夏まつりの概要は図表 10 のと

おりですが、本場ブラジルから来るサンバのパレードが 30 年以上続いています。それから、盆踊りや、

若い青年部の方が手筒を持って行う勇壮な手筒花火もあります。 

 近は、コスプレのイベントが非常に人気があって夏まつりに入れているのですが、これは 2003

年からテレビ愛知が、日本の漫画・アニメが世界に非常に受け入れられていることから、新しい国際

交流を創造するために開催しているもので、それに対して大須が場所を貸しているわけです（図表 11）。

2013 年の参加者は 20 カ国から 40 名でした（図表 12）。 初は 3 カ国から 5 名でしたから、どんどん

世界各国からトップレベルのコスプレイヤーが大須に集結するようになってきています。 近は、世

界のコスプレイヤーに一緒について回るコスプレイヤーが増えてきました（図表 13）。 初は一般参

加者は 100 名ぐらいだったのですが、 近では 1500 名ぐらいになっています。 

 図表 14 の写真が、大須観音に集まっている一般のコスプレイヤーです。図表 15 の写真は、大須観

音の本殿前で世界のコスプレイヤーが記念写真を撮っているもようです。図表 16 の写真は、アーケー

ドをパレードしているもようです。図表 17 の写真をご覧いただくと、コスプレイヤーが歩く左右にカ

メラマン（カメラ小僧）が並んでしまって、多少、お客さんからはクレームが来るような感じです。

また、夏ですので、ボランティアで商店街のメンバーが給水しています（図表 18）。ボランティアも
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コスプレをして一緒に楽しんでいます。 

 

4．問題点 

 パレードの対応では、警備に関して、商店主とテレビ愛知のスタッフだけではなかなか対応できな

いというのが今の問題点です（図表 19）。それから、1 時からパレードがあって、夕方 4～5 時まで商

店街のあちこちで撮影会が続くということがあります。また、少しセクシーな格好をした女性のコス

プレイヤーをカメラ小僧が変なアングルから写すと、「撮影のモラルを考えてほしい」など、われわれ

商店街へもいろいろクレームがあります。そして、テナント店はやはり商売だけで、あまりイベント

活動、活性化活動には興味がありません。それから、長年続いている老舗で高齢のオーナーなどは、

このようなコスプレのイベントになかなか理解を頂けないのが現状です。われわれとしては、これが

一つ大きな大須の PR イベント、情報発信の核になるようなものだと思っているので、今後も若者の

集まるまち大須として、何とか継続していければと思っています。 

 どうもありがとうございました。 
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事例報告：金沢大学留学生 

 

シンガポールのコスプレの世界 
 

イヴリン・タン 

 

 

 皆さん、こんにちは。本日はシンガポールのコスプレの状

況について発表させていただきます（図表 2）。 

 

1．コスプレイベントの歴史 

 まず、コスプレの歴史から見てみましょう（図表 3）。シン

ガポールのコスプレの歴史は結構長いと思います。コスプレ

イベントは 1999 年に初めて開かれました。当時のシンガポー

ルは日本の影響を強く受けていましたが、コスプレはまだ趣

味として認知されていませんでした。J-POP やドラマ、そし

てジャニーズのアイドルは大変人気がありました。 

 2002 年にシンガポールコスプレイクラブ（SCC）が設立さ

れました。これは J-WAVE、そして Cosfest Asia が始まった時期です。Cosfest Asia は 2005 年に初公開さ

れ、そのときに私もコスプレを始めました。 

 2003 年には世界コスプレサミットが初公開されました。そして 2008 年のアニメフェスティバルアジ

ア（AFA）というイベントで、世界コスプレサミットに参加しました。2008 年はシンガポールのコス

プレ発展が 高モードで、このときはアニメフェスタアジアも一番大きなコスプレイベントになりま

した。 

 

2．コスプレイヤーのプロフィール 

 続いて、コスプレイヤーのプロフィールです（図表 4）。主なコスプレイヤーは 10～20 代の女性で

す。女性の方がコスプレが好きで、コスプレをしたときに美少年や美少女になれるからだと思います。 

 図表 5 は、現在のコスプレイヤーのプロフィールです。実はアニメだけでなく、コミックや西洋ド

ラマなどは非常に人気です。私は 近日本に来たので、少し古いデータだと思いますが、友達に聞く

と、今一番多いのは「アベンジャーズ」「スパイダーマン」「ロッキー」のコスプレで、ボーカロイド

よりも多いようです。しかし、私はゲームが好きなので、アニメや漫画よりもゲームのコスプレをし

ます。 

 

3．コスプレする理由と悩み 

 現在、シンガポールで一般的にコスプレをする理由は、同じ趣味の人の輪に入るため、スターにな

るため、自己満足の三つだと思います（図表 6）。グループを作って、みんなで同じシリーズのキャラ

クターのコスプレをします。シンガポールではコスプレをする人はすごく少ないので、コスプレをす
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る人はみんな知り合いになります。多いのは 10 代です。私は今、20 代に入って、シンガポールのコ

スプレシーンに入るのは少し難しくなりました。 

 コスプレをする人の一番大きな悩みは、自分が上手にコスプレできるかどうかです（図表 7）。プロ

ップや素材がないので、自分で作ることはできません。しかし買うのはすごく高いのです。また、お

金の問題よりも、このプロップはアニメに似合わない、色が違うなどと思って買わない人も多いと思

います。それから、シンガポール人は、太った人がすごく細いキャラクターのコスプレをするのを嫌

います。私もそういうコスプレはしません。 

 

4．個人のコスプレの経験 

 後に、個人のコスプレの経験です（図表 8）。一番言いたいのは、自分の美術感覚がすごく育った

ということです。私は自分のプロップや服などは全部自分で作ります。刀とよろいは「戦国 BASARA」

の伊達政宗のキャラクターの仮装です。これは、1 年前から考えて準備を始めました。時間がかかっ

てすごく大変でしたが、楽しかったです。このようなコスプレをもっとしたいと思います。 

 ご清聴ありがとうございます。 
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事例報告：金沢大学留学生 

 

インドネシアのコスプレ 
 

アディティヨ・バグス・プラボウォ 

ブラウイジャヤ大学 

 

 

 皆さん、こんにちは。私はインドネシアのコスプレ事情について発表したいと思います（図表 2）。 

 

1．イベント CLAS:H 

 CLAS:H（Cosplay Live Action Show: Hybrid）の第 1 回は 2011 年に行われ、今年でなんと 4 年目に入り

ました（図表 3）。これはインドネシアの他のコスプレイベントと少し違って、各地の予選会を勝ち抜

いて優勝したコスプレイヤーをジャカルタに招待して決勝戦を行います。第 1 回、第 2 回の地方予選

はジャカルタと西ジャワのバンドンだけで行われましたが、去年は 4 カ所に分かれました。今年の予

選会はジャカルタ、メダン、スラバヤ、ジョグジャカルタで行う予定です。 

 図表 4 は、去年の CLAS:H イベントのポスターです。図表 5 は、2013 年のジャカルタの決勝戦です。

真ん中に写っている人が優勝者です。 

 図表 6 は、コスプレの審査員です。インドネシアでは 40 代になってもこのようなイベントに参加し

ます。右端は「ドラゴンボール」の亀仙人です。4 人はインドネシア人で、一番下の女性は、わざわ

ざロシアから審査員にやってきました。また、写真はありませんが、もう 1 人、香港の審査員もいま

した。 

 図表 7 は、地方戦を勝ち抜いたコスプレイヤーです。 近のアニメでしょうか、「うたプリ」という

アニメのコスプレで、ダンスもしています（図表 8）。これは女性が男性の格好をしています。下の写

真のように、侍、忍者のようなコスプレをしている人がい

ます。 

 図表 9 は、2014 年の CLAS:H イベントの予選会です。3

月 22 日にスマトラ島のメダンで行われました。4 月 13 日

にスラバヤ、26 日はジョグジャカルタ、5 月 24 日はジャカ

ルタ、そして準々決勝と決勝戦もジャカルタで行います。 

 今年は、コスプレイベントだけでなく、アニソンのイベ

ントも行います。スペシャルゲストの影山ヒロノブさんが

インドネシアでライブをしてくれます（図表 10）。2014 年

のアンバサダーに就任されたのは、図表 11 の 2 人です。

REIKA さんというコスプレイヤーはリヴァイ兵長という

「進撃の巨人」のキャラに扮しています。もう 1 人は、2012

年の世界コスプレサミットで優勝した霜月紫（しもつきゆ
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かり）さんです。 

 

2．ACT MALANG 

 ACT MALANG（Action Cosplay Team Marang）というコスプレ団体は、東ジャワにあるマランという

町で活動しています（図表 12・13）。現在のメンバーは 9 人です。主な活動は、コスプレ衣装の受注

やコスプレイベントへの参加です。主にスーパー戦隊などの特撮ヒーローものの衣装を作っています。

近では、ローカルの特撮ヒーローの映画も撮影しています。図表 14 は作業場です。去年の審査員で

シャイダーのコスプレをしていた長い髪の人はこのチームのメンバーで、作業場はその人の家です。 

 図表 15 は、オーダーメイドのヘルメットです。このヘルメットだけで日本円にすると 5000 円です。

武器などを含めてセットにすると 3 万～5 万円ぐらいになります。出来上がったコスチュームは図表

16、17 のような感じです。 

 図表 18 は先ほどの人が作った映画「YAMMA」のローカル特撮キャラです。ダークヒーローのよう

ですが、敵なのか正義の味方なのか、気になる方は予告編が You Tube で見られます。 

 図表 19 は、RCTI というテレビで初放送されたローカル特撮ヒーローです。「仮面ライダー」を作っ

ている石森プロが協力して、「Bima Satria Garuda」という番組を作りました。訳すと「ガルーダの戦士

ビマ」です。 

 

3．まとめ 

 インドネシアのコスプレイベントは、コスプレ大会をメインにするだけでなく、お客さんを呼び寄

せるために努力しています（図表 20）。コスプレブームの中でビジネス化する人はかなりもうかって

います。特撮ヒーローの映画がきっかけで、インドネシアのローカル特撮ヒーロー番組も誕生しまし

た。 

 以上が私の発表です。ありがとうございます。 
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事例報告：金沢大学留学生 

 

ベルギーのコスプレ 
 

ビャルト・イェカテリーナ 

ゲント大学 

 

 

 私の出身はエストニアですが、本日はベルギーのコスプレの状況について発表させていただきます

（図表 2）。エストニアではあいにく、コスプレ文化はいまだにあまり発展していません。一方、私が

大学生として 5 年間住んでいたベルギーでは、その文化が結構盛んです。もちろんアジアとアメリカ

のコスプレ文化の足元にも及びませんが、ヨーロッパの国にしては悪くないと思います。 

 

1．ベルギーのイベントFACTSについて 

 ベルギーの一番大きなイベント、FACTS（Fantasy Anime Comics Toys Space）は、私が大学に通ってい

る町ゲントでは、もう 20 年以上行われています（図表 3）。1993 年に初開催されたときの FACTS の目

的は、アニメ、漫画、コミックス、フィギュア、サイエンスフィクションなどが好きな人のコミュニ

ティを作ることでした。第 1 回の FACTS はゲントの居酒屋で 5 時間だけ開催され、40 人しか来ませ

んでした（図表 4）。それに対して 2011 年には Flanders Expo が 1100m2のコンベンションセンターで開

催され、2 万人以上のベルギー、その他ヨーロッパ諸国からの訪問者を魅了しました。今、FACTS は

ベネルクス諸国 大のコンベンションです。FACTS では 2002 年から正式なコスプレ大会が行われて

おり、コスプレをする人は半額で入場券が買えます。 

 図表 5 は私の後輩で、「スーパーマリオブラザーズ」のコスプレです。図表 6 はボーカロイド、図表

7 は「ドラゴンボール」、図表 8 は「BLEACH」のコスプレです。 

 

2．Japan Expoについて 

 Japan Expo は、ヨーロッパでは大変有名なイベントです（図表 9）。

もともとフランスのイベントで、2000 年に初めて開催され、 初か

ら大人気でした。例えば 2011 年には「サイレントヒル」というホラ

ーゲームの作曲家の山岡晃氏、2012 年には人気アイドルのきゃりー

ぱみゅぱみゅなど、日本のポップカルチャーのスターも多数登場し

ています。このイベントは 初から出資者が多く、コスプレなどの

活動の機会もいろいろありました。2011 年からはベルギーの首都ブ

リュッセルでも開催するようになっています。もちろんパリのイベ

ントより小さく、有名なゲストも少ないですが、結構活発です。 

 ブリュッセルの Japan Expo にもコスプレ大会があります。図表 10

は、2011 年と 2012 年の山岡晃氏ときゃりーぱみゅぱみゅです。図表
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11 はセーラームーン、図表 12 は「カードキャプターさくら」のコスプレです。図表 13 は、私にも分

かりません。 

 

3．ベルギーの主なコスプレ団体 

 次に、ベルギーの主なコスプレ団体を紹介したいと思います（図表 14）。ベルギーの正式なコスプ

レ団体の歴史はそんなに長くなく、 初の団体は 2006年に結成されました。名前はBelgian Cosplay Team

（Be Cosplay）です。結成のきっかけになったのは、2006 年にベルギーで漫画を販売するフランスの

Kana 出版社が、ブリュッセルの書籍展示会で漫画の販売を促進するためにコスプレイベントを行った

ことです。ベルギーには、そのようなイベントの開催を委託できるコスプレの団体がなかったので、

Kana 出版社はコスプレに熱心な人に直接連絡してグループを作りました。イベントは大成功を収め、

グループのメンバーはその後、Be Cosplay を設立して活動しています。今、メンバーは約 250 人です。

図表 15 は Be Cosplay のウェブサイトからの写真です。 

 2 番目の団体は、Cosplay Cloud です（図表 16）。2011 年に結成された比較的若い団体ですが、メンバ

ーの数は 150 人ぐらいです。これは、2009 年に結成された Saigen というコスプレ団体で、リーダーの

他国のコスプレイヤーに対する攻撃的な態度と、自分の団体をむちゃな手段でプロモーションするこ

とから摩擦が生じ、それが Cosplay Cloud の結成の原因となりました。図表 17、18、19 がこの団体の写

真です。 

 

4．まとめ 

 ベルギーのコスプレの歴史はまだ短く、イベントでも、一般的なレベルでも、ベルギーをはるかに

超える国は同じヨーロッパにもたくさんあります。しかし、ベルギーなりにコスプレ文化を少しずつ

育てており、イベントに参加する人も年々増えてきています。 

 これで私の発表を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございます。 
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パネルディスカッション 

 

モデレーター： 

神谷 浩夫（金沢大学地域創造学類 教授） 

パネリスト： 

髙橋 英樹 （大阪市住之江区長） 

今井 富雄 （大須商店街連盟 会長） 

浅田 和幸 （財団法人金沢コンベンションビューロー ジェネラルマネージャー） 

箱田 貴子 （日本コスプレ委員会 副委員長） 

谷口 重徳 （広島国際学院大学情報文化学部 准教授） 

 

 

神谷 それでは、パネルディスカッションを始めます。前半で、住之江区長の髙橋様、大須商店街の

今井様、日本コスプレ協会の箱田様には活動の紹介を頂いていますが、谷口先生から手短に自己紹介

を兼ねて、どのような活動をなさっているかということをご紹介いただきたいと思います。 

 

谷口 私は普段は大学で教学していますが、NPO 法人を立ち上げましたので、この機会に、広島の事

例をご紹介させていただきたいと思います。 

 広島の場合は、もちろんコスプレ団体も活発に活動しますが、広い意味でコンテンツを通じた地域

振興に関する人々、特に教育機関、学生や行政を交えて、広島メディア芸術振興プロジェクトを作っ

てチームで動いています（図表 1）。 近 Cosquerade という団体が、広島市と行政としっかり連携しな

がら、広島市が管理する被爆建物である旧日本銀行広島支店の建物を使ってコスプレイベントをして

います（図表 2）。大体 300 人の方が常時来られています。広島城の二の丸を使った「戦国 BASARA」

がよく出ますが、お城を使ったコスプレイベントや、広島市のごみ処理工場を会場にしたイベント、

広島空港を使ったイベントなどで、広島でも皆さんと同じようにコスプレを楽しんでおられます（図

表 3・4・5・6・7）。また、年末のクリスマスの時期には平和

大通りがライトアップされますが、そこでもイベントを行っ

ています（図表 7）。これはオープン型のイベントなので、一

般の方々との交流も行われています。海のお祭りなどでも、

図表 8 のような形でイベントが行われています。 

 私自身も実験的に、コスプレイヤーさんと一緒に超ローカ

ル列車の三江線という電車を借り切ってイベントを行いまし

た（図表 9）（図表 10）。私もマイクで説明をしました（図表

11）。 

 広島の場合、64 歳の有名なコスプレイヤーの河口さんとい

う方がいらっしゃって、本当にクオリティの高いコスプレを

されています。（図表 12・13・14）。これが 近話題になって
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います。このようなスター選手もいて、もちろん行政や大学、短大なども交えて、全体で盛り上げて

います。 

 

神谷 どうもありがとうございました。それでは、ディスカッションに移りたいと思います。今回、

金沢大学地域連携推進センターの主催ということで、昨年も同様にコンテンツを生かした地域の活性

化について議論しましたが、昨年の場合はアニメが主要なテーマでした。今年度はコスプレです。若

い人を中心に広がっているコスプレの文化が地域の活性化にどのように役立っているのかという事例

も報告していただきましたし、抱える問題点、それから、今後の課題についての議論を通じて、その

可能性をさらに深めていきたいと考えています。 

 初に、フロアから質問をお受けして、議論のきっかけにしたいと思います。前半部分を通じて、

ご質問やご意見がありましたら、どうぞよろしくお願いします。 

 

フロア 1 日本のコスプレは、同人誌即売会からコスプレだけが独立していったという流れがあると

思います。海外では 初からコスプレイベントだけ行っているのか、同人誌即売会的なものからその

ようになっていったのかを教えてください。 

 

タン 多分、別々だと思います。シンガポールのコスプレイベントはコンペティションがあって、コ

ミケのコンペティションは入れないのです。 

 

フロア 4 留学生 3 名の方に質問です。海外でコスプレをするときには、日本のキャラクターだけで

なく、先ほど「スパイダーマン」や「アベンジャーズ」も出てきていました。アメコミや、例えば韓

国のマンファ、フランスの漫画など、日本以外のキャラクターもコスプレの対象になるのか。そして、

海外のキャラクターは日本のキャラクターと同じ立場になるのか、それとも日本の漫画とは違って、
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特別な対象として見られているのか。その辺をお聞きしたいです。 

 

プラボウォ インドネシアでは、オリジナルのキャラクターでコスプレ大会に出ることはできません。

採点できないからです。アメリカのコミックや韓国のゲームのキャラクターなどはもちろんできます。

インドネシアでは、日本で放送されたアニメや連載中の漫画などがネットですぐに見られます。多分、

日本と同じぐらいではないでしょうか。 

 

フロア 4 インドネシアで連載されている漫画、日本の漫画ではなくて、インドネシアのキャラクタ

ーのコスプレなどをやるのでしょうか。 

 

プラボウォ 先ほど出てきたインドネシアのローカル特撮キャラクターがあり、徐々に人気が上がっ

ていますが、日本のキャラクターほどではありません。 

 

フロア 5 私は石川県で、情報発信という部分で地域振興のお手伝いをさせていただいています。住

之江区長のお話の中で、コスプレを広義の意味で捉えたいということがあったかと思います。私もそ

の点に面白さや広がりがあるのだろうと感じました。例えばマラソンの話もありましたので、コスプ

レをされるユーザーとしては割と若い方が来られると思いますが、そういう方と地域住民が交流を持

てるような仕掛けを考えていらっしゃるのでしょうか。若い方に来てもらって、次にまたこの地に帰

ってきてもらうといったことはよくやると思います。マラソンにおいても、県外からなら前乗りして

宿泊ということもあります。コスプレをされる方だけが閉じた世界の中で楽しむのではなく、何か広

がりのあることを考えていらっしゃったら、アイデアを頂けたらと思います。 

 

神谷 今のお話は、コスプレのイベントの集客としての一つの継続性の話と、広がりをどうやって確

保するかという話だと思います。髙橋さん、お願いします。 

 

髙橋 私どもの現状としては、取りあえずスタートという段階で、継続性のところまでは行けていま 

せん。今いろいろ内部で企画していますが、役所はお金がないので、例えば You Tube などの媒体を使

いながら、住之江のポップカルチャーやコスプレ文化を継続的に発信していく、あるいはもう少し進

んで、あまりお金をかけずに、学生さんなどのご協力を頂いて映画を作り、それをネットに流すとい

う感じで継続性を作っていけないかと考えているところです。 

 二つ目の地域の方との交流に関しては、私もサブカルチャーがどうすればにぎわいや活性化につな

がるのだろうかとずっと悩んでおり、そこがまさに試行錯誤のところです。例えば、コスプレイヤー

が来られて、少し休憩されるときにお茶を出すなどのおもてなしをして触れ合っていただく。あるい

は、住之江区にもいろいろな地域があって、先ほど申し上げた加賀屋では、自分たちもコスプレでパ

レードをしたいという動きが盛り上がってきています。地域のおっちゃん、おばちゃん、子どもたち

のコスプレと本格的なコスプレの皆さんがタッグを組んで町を歩くというようなことになれば楽しい

なと、今、模索しているところです。 
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神谷 ちなみに継続性の話では、大須の方はもう 10 年以上ですか。いろいろ波もあったかと思います

が、継続性、持続した要素についてお願いします。 

 

今井 10 年以上続いていますが、テレビ愛知としても、経費的な部分では当初は全日空さんなどの協

賛を頂いたりして、5000 万～6000 万円かかるそうですが、優勝者を無料で名古屋に引っ張ってきたそ

うです。それがだんだん参加国が多くなって、非常に厳しくなっているようです。今は外務省や国交

省のコンベンションビューロー、愛知県、名古屋市、中部国際空港（セントレア）、大須商店街連盟が

テレビ愛知と一緒にワールドコスプレサミットという委員会を設けて、いかに経費がかからないよう

にするか、協賛を多くもらうか、また人的な面では警備などの動員、ボランティア募集など、いろい

ろと試行錯誤を続けています。大須はウェルカムのまちなので、コスプレのイベントもできるだけ受

け入れて、活性化のイベントに重きを置こうということで、そういう努力をしています。これをさら

に続けていきたいということです。 

 それから、 近はメイド喫茶や、コスプレの洋服を売るというようなところも非常に多いです。ま

た、コスプレ愛好者のグループでもイベントができるように努めているつもりです。 

 

神谷 アニメは、3 年、5 年たつと、やはり次第に集客力が落ちていきます。それに比べて、コスプレ

はどうでしょうか。箱田さんや谷口先生にお聞きしたいと思います。 

 

箱田 コスプレを通じた地域振興、社会貢献は、われわれ

が特に力を入れている部分です。宝塚の例でいくと、宝塚

歌劇のお客さま、奥さま方が多く、また女性のコスプレイ

ヤーに男装をされる方が多いことから、当初はコスプレは

宝塚のまねだというイメージを持たれている方もいらっし

ゃいました。しかし、1 年、2 年と重ねていくうちに少しず

つ地域に根づいてきました。 

 先ほど紹介された「うたのプリンスさまっ：うたプリ」

というキャラクターが女性に大変人気で、その作中シーン

に、宝塚のメイン通りの花の道の町並みがとてもよく似合

います。そういう意味でも、コスプレイヤーさんにも人気

があるし、宝塚に住んでいらっしゃる方々や宝塚歌劇のファンの方々にもすごく親しみのある作品に

もなってきました。 

 また、コスプレイヤーさんたちは Twitter や Facebook などの SNS を多く活用しており、その中で、

コスプレのイベントに参加して、その地域にすごく受け入れられているという声があると、皆さん安

心して来てくださいます。ですから、 初のイベントでは 20 名、50 名だったとしても、2 年、3 年と

続けていくと、100 名、200 名と倍増していきます。継続的に地域の方々にもご協力いただければ、た

くさんのかわいい方々がイベントに、また地域に来てくださると思います。 

 

谷口 コンテンツによる地域振興の事例では、一つは、魅力的な作品が残っていること、もう一つは、
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作品がないところであれば人間のつながりが残っていることが大事だと思っています。作品の場合は、

いずれ古くなっていきますから、そのときに地域の特徴を踏まえて活動をさらに深く考え直すという

ことは各地でよく見られます。例えば中国地域の境港は「ゲゲゲの鬼太郎」の作者の水木しげるさん

の出身地です。初期は「ゲゲゲの鬼太郎」の作品を取り上げたまちおこしをされていましたが、現在

では広い意味での妖怪文化を掘り下げて地域振興につなげています。ワインや日本酒のように、その

土地の水や土地と、文化あるいはその作品、活動、イベントは連動しているのではないかと思います。 

 

神谷 これも昨年との対比になりますが、アニメの場合は基本的にアニメに登場する舞台を巡る「聖

地巡礼」が、いわゆるコンテンツづくりの基本的なパターンだと思います。しかしコスプレの場合に

は、必ずしも漫画の中に登場しないまちで写真を撮っても全然構いません。住之江区の場合には、地

域の資源を発掘して、それを地域住民に広く知ってもらうというニュアンスがかなり強いと思いまし

た。実際のところ、それで区民がどれぐらい再発見してくれるようになったのか、その辺の感触のよ

うなものはありますか。 

 

髙橋 まずその前に押さえておきたいのは、一つ目の目標は、

若い人にたくさん来てもらって、地域活性化をしたいという

ことです。もちろん二つ目の目標として、実は住之江区の住

民もあまり知らない歴史資産を再発見していただきたいとい

うことがあります。先ほど 2000～3000 人と言っていた、まだ

知名度があまり高くないイベントに来られた方の 7～8 割が

地元の方だと思います。その方たちから、こんな素晴らしい

建物がこの地域にあったなんて知らなかったと結構言っても

らえるので、二つ目の目標は割といい感じで達成できている

のではないかと思います。 

 

神谷 今の区長さんの返事をお聞きすると、1 番目の要素と、ある意味では非常に関係していますね。

若い人に地域のこと、あるいはコスプレに関心を持ってもらうことを通じて、住之江区のことを非常

によく知ってもらえるようになるということでしょうか。 

 

髙橋 そうですね。私も今、気が付きました。一つ目と二つ目は裏表かもしれません。 

 

神谷 例えば住之江区さんの場合、CJ（クールジャパン）という名前を付けられています。コスプレ

で留学生さんがいろいろ注目して、関心を持っている。クールジャパンでコスプレやアニメなどの文

化を通じて、外国でいれば、若い人に日本のことを知ってもらえる。日本国内でいえば、住之江区、

あるいはそれ以外の若い人に住之江区のことを知ってもらう。そういう一つの手段にもなるのではな

いかと思いました。留学生に聞いてみたいのですが、コスプレ、アニメなどを通じて、日本のどこか

の地域に関心を持つようになりましたか。 
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プラボウォ インドネシアの場合は、「ジャパン祭り」という、インドネシアに滞在する日本人が開

催するイベントがあり、地元の人と一緒に盆踊りなどをしています。地元の人はそれで日本のことに

興味を持たれ、子どもさんも日本語を学びたいというようになりました。ですから、かなり影響があ

りました。日本文化としては、インドネシアではコスプレ、アイドル、漫画という三つがかなり大き

いです。 

 

神谷 アイドルというのは、具体的にどういうことですか。アイドルの本人がインドネシアに来て、

何かやるということですか。 

 

プラボウォ インドネシアには AKB の公式姉妹グループの JKT48 というアイドルグループがあり、

10 代、20 代の人はシアターに行ってその公演を見たりします。ですから、インドネシアでは日本文化

にかなり親近感があります。 

 

タン シンガポールも多分、影響はすごく受けると思います。私もそうですが、アニメを見て日本語

を勉強したいという人が非常に多いので、コスプレがシンガポールで発展すれば、日本の文化はもっ

と人気になるのではないかと思います。今、シンガポールでは韓国がすごくはやっていますが、それ

より人気になりたいのであれば、コスプレはいいアイデアかもしれません。コスプレは、知っている

人は知っていますが、まだメインストリームにはなっていません。シンガポールでもっとイベントな

どがあれば、日本の文化もさらに知ってもらえるのではないでしょうか。 

 

イェカテリーナ お二人が私の言いたかったこ

とをだいぶ言ってくれたのですが、やはりソフト

パワーがこれからさらに大事になっていくと思い

ます。私も、アニメや漫画などの日本のポップカ

ルチャーが、日本語と日本文化に興味を持つきっ

かけになりました。私の日本学科の同級生も 95％

ぐらいがそうだと思います。一般的に人間は楽し

いことにひかれる傾向があるので、このように楽

しみながら勉強できることは大事だと思います。 

 

神谷 ありがとうございます。浅田さんはお仕事柄、海外からいろいろお客さんを招くお立場かと思

います。そのときに、場所というものはコスプレの場合にはニュアンスはいろいろあるようです。武

者の仮装などを浅田さんもされたことがあるとお聞きしましたが、その辺も踏まえてお話をお願いし

ます。 

 

浅田 金沢はよく「小京都」といわれますが、京都は公家文化の町であり、金沢は武家文化の町です。

金沢には金沢城や武家屋敷があり、一般的に金沢のイメージは武家なのです。 
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 今、写真でお見せしているのは、中国

の北京の旅行会社の方たちが観光庁の事

業で金沢にお見えになって、私どもが受

け入れたときのもようです。金沢をアピ

ールするに当たって、着物を着ると時間

もかかるので、陣羽織を着ていただき、

金箔工芸の体験をしていただきました。

京都であれば十二単もあるかもしれませ

んが、金沢の場合は百万石ということで、

武士の格好をしていただきます。中国の

方は初めてこのような格好をしたといっ

て喜ばれ、楽しんでいただけたと思って

います。 

 実は金沢は、既にコスプレの祭りを持

っているのです。金沢百万石まつりは、

まさに武士の格好をして、武者行列とい

う形で金沢の町を行進します。あれは神

様のいないお祭りで、戦後、金沢の商工

会議所が、金沢を活性化しようと作った

ものです。多分、京都の時代祭を少しまねて、前田利家の入城をやったらうけるのではないかという

形で作っているのでしょう。金沢の場合は、何か新しいものを作るというよりも、例えば百万石まつ

りを新たな視点でリニューアルしてさらに面白いものにすれば、ひょっとすれば海外の方たちの目に

も止まって、観光のアイテムとしても発信できるのではないかと、今日の皆さんのお話を聞きながら、

あらためて思いました。 

 

神谷 どうもありがとうございます。例えば髙橋区長から、地域活性化のときにできるだけ若い人を

元気づけたいという話がありましたが、百万石行列の若い人の参加の度合いはどのようなものでしょ

うか。今の百万石まつりのイベントを活性化することを考えたときのヒント、あるいは他の方法など

も考えたときに、もう少し具体的な方向性のようなものはあるでしょうか。 

 

浅田 百万石まつりはずっと歩く過酷な祭りなので、お年寄りだとなかなか厳しいですし、かっちゅ

うを負ったり、馬に乗ったりするので、それなりに金沢の若い人たちも参加しています。ただ、どち

らかというと企業さんの関係で入るという形で、一般の市民の方が誰でも簡単にオープンな形で入る

というわけではありません。運営する人たちは大変ですが、少し門戸を広げる、あるいは海外の方を

募集して入れていくなど、枠を広げていくという考え方はあるのではないかと思います。 
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谷口 各地のコスプレ関係のイベントを見ていると、独立して

コスプレイベントを立てる場合と、既存のお祭りに接続する形

でされている場合と両方あると思います。後者の場合、新しい

視線がもたらされて、既存のお祭りも新しい方向性を持つとい

うことが往々にしてあるようです。 

 

浅田 コスプレイヤーにとっては、既存のイベントの中にコス

プレイベントも入るというのは魅力に感じるでしょうか。箱田

さんにお聞きします。 

 

箱田 私も金沢に住んでいた経緯がありますので、百万石まつりをお客さんとして何度か見にいった

ことがあります。よろいかぶと、かっちゅうを着た方々がぞろぞろと歩いている中にコスプレイヤー

がいたら面白いだろうとは個人的に思ったことがあります。 

 ただ、海外のコスプレイヤーと違って、日本のコスプレイヤーの場合は、コスプレをして目立ちた

いという方は少なく、派手な格好をしたいというよりも、仲間同士で同じ作品を同じ場所で共有した

いという思いが強いのが特徴です。ですので、パレードに参加したいという方々は少ないと思います。

ただ、宝塚のイベントのファッションショーを見ていると、自分が作品をこれだけ愛しているという

発表の場がないので、1～2 カ月ではなかなか難しいですが、半年のスパンで、例えば加賀の百万石ま

つりに戦国系のコスプレイヤー集まれという形で募集をかければ、何名かはいらっしゃるのではない

かと思います。 

 

神谷 既存のイベントの枠とは少しずれたところに、そのまま乗せてしまうのはやはり無理がある、

必ずしも見てもらうことが目的ではなさそうな人もプレイヤーの中にはいるということですね。 

 

箱田 そうです。日本のコスプレイヤーは、自分たちで楽しむことがメインになっています。百万石

まつりで、もしイベントをコラボレーションするとなれば、例えば金沢城や西茶屋の辺りで撮影イベ

ントを行い、その中に百万石まつりがあるので行列に一緒に参加しませんかという形で事前に募集し

てはどうでしょうか。コスプレのファッションショーのような形で、ここからここまでの区間はコス

プレイヤーの行列があるというような発表の場があればいいのではないかと思います。 

 

神谷 われわれにはなかなか理解しづらいのですが、サブカルチャーのサブというのは、主流ではな

いということですね。やはりニッチというか、とても数は少ないけれども、普通とは少し違う趣向の

人がたくさんいるというニュアンスだと思います。その辺の対応の難しさ、あるいはどのように工夫

されているか。大須はとても自由な場所ではあるようですが、それでもやはりいろいろなトラブルや

ご苦労があると思います。いかがでしょうか。 

 

今井 大須は、世界のコスプレイヤー以外にも、見てもらうことが楽しいからパレードに一緒に参加

するという人が千何人来ます。アニメもあれば、中日ドラゴンズのキャラクターのドアラやサザエさ
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んなど、いろいろな格好をしながら自分たちで楽しむという形のパレードになるので、それはそれで

いいのではないかと思います。ただ、日本の大多数のグループは自分たちのテーマで楽しまれるとい

うことなので、逆に世界コスプレサミットのパレードとはまた別の部分で、アニソンのグループがあ

ればふれあい広場で歌わせてあげてもいいし、大須観音で自分たちのコスプレの格好で楽しむという

方があれば、そういうグループが来ていただいてもいい。楽しみ方はコスプレイヤーの方のそれぞれ

の思いがあるので、物販などは駄目ですが、それ以外のことであれば、BGM が大きすぎないようにな

どの規制はかけるにしても、できるだけやらせてあげるというのが大須流です。 

 

神谷 ちなみに、もう 10 年やっておられるので、若い人から「こういうものをやりたいからどうか」

という打診などがどんどん来るようになっていますか。 

 

今井 来ます。先ほど言ったボーカロイドのグループがイベントをしたい、あるいは夏まつりでも、

テレビ愛知のコスプレだけでなく、アニソンを歌うグループがステージを貸してほしいなど、同じよ

うなメンバーが大須の方へ徐々に来るような形になっています。 

 

神谷 本当に聖地になりつつあるわけですね。 

 

今井 分かりませんが、やはり楽しいのでしょうね。 

 

神谷 ありがとうございます。髙橋区長、いかがでしょうか。 

 

髙橋 「年コス」「コス詣」は撮影会メインのコスプレイベントでした。その結果、当然ながら箱田

さんのおっしゃる多数派のコスプレイヤーの皆さんがお越しになりました。ですから、私たちが写し

てもいいか聞くと、やめてほしいということでしたし、一般の初詣の皆さんとの触れ合いもほとんど

ありませんでした。結局、「年コス」「コス詣」は面白い企画ではあったと思いますが、まちの活性化

にはあまりつながりませんでした。 

 それで私たちはいろいろ反省しました。一つは、もし撮影会で一般の方と触れ合いたくないという

プレイヤーさんが来られたときは、しっかり守らないといけないということです。二つ目は、できる

ことなら、まちの活性化につながる目立ちたがり屋さんのコスプレイヤーにもっと来てほしいという

ことで、3 月の「コス詣」では場を分けて、奥まった方では静かに撮影会をしていただき、手前の方

では目立ちたがり屋さんのコスプレイヤーさんにライブや物販などをしていただくようにしたら、ま

あまあうまくいきました。そのように試行錯誤しています。 

 

神谷 ありがとうございます。今度は谷口先生に、サブカルチャーのサブの、細分すればどんどん分

かれていくようなマーケットについてお聞きしたいと思います。 
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谷口 各地の事例を見ていても、コスプレイヤーさんでも、写真のクオリティを上げていきたいとい

う撮影メインの方と、交流を楽しまれる方は違うので、それに応じたイベントがそれぞれ開催されて

いるようです。広島の場合も、撮影メインのイベントと交流メインのイベントでは主催団体が異なっ

ています。参加者は、どちらかに出る人もいれば、両方出る人もいらっしゃいます。サブカルチャー

なので、そのような形になると思います。 

 日本のコスプレを振り返ると、1970 年代後半ぐらいからこ

のようなイベントが定着し始めました。もともとコミックマ

ーケットに連動した形で、会場を限定して同好の仲間たちで

行うイベントとしてスタートして、1980 年代、1990 年代を通

じてそのような形でした。それが 2000 年代の半ば、特に 2005

年からはオタク文化が一般化していき、2007年ぐらいからは、

コンテンツによる地域振興、いわゆる「萌えおこし」がブー

ムになる中で、コスプレイベントもオープンになってきます。

その中で、撮影のルールやモラル、あるいは会場の運営のノ

ウハウなどが、今、再編成されている時期ではないかと考え

ています。 

 

神谷 それでは、 後にお一方ずつ、それぞれのお立場から、これからの地域活性化に関して、コス

プレ、あるいはサブカルチャーが使えそうか、使えないか、個人的なコメントで結構ですので、一言

頂戴したいと思います。 

 

浅田 私どもコンベンションビューローは、学会や大会を金沢へ誘致しています。おかげさまで 近

は国際学会が増えました。金沢城の五十間長屋や河北門は、今、夜だけバンケット会場として、外国

の人を呼んで使ったりしています。ワインやクラッカーなどの簡単なオープニングパーティもあれば、

ホテルの食事を持ち込んで宴会をするということもあります。おかげさまで人気があり、どんどんオ

ファーがあります。 

 その中で、数を集めたい、誰が世話をするかというのがなかなか難しいので、そう簡単にはできな

いのですが、例えば、迎える側が武士の格好のコスプレをしてゲストをお迎えできたら、お城でまさ

に城主が迎えてくれるということで、インパクトがあると思います。金沢城は今、橋爪門もきれいに

なっていますし、あれが完成したら、あの辺りの修景も随分変わりますので、そういうものも生かし

て、外国の方たちに金沢の魅力をアピールすることができたらいいのではないでしょうか。その一つ

のアイテムとしてコスプレを使っていくということを提案してみても面白いのではないかと思います。 

 

谷口 金沢らしさということで、例えば伝統工芸とのコラボや、コスプレの衣装や小道具の作り込み

のクオリティの高さなどで、さすが金沢というようなことも可能性としてあるのではないかと思って

います。金沢というまちの魅力とコスプレ文化は、やりようによってはいろいろな可能性があるので

はないかと感じています。 
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箱田 コスプレと地域振興に関して、実に魅力のあるものだと考えています。非日常的なロケーショ

ンで撮影をしたいというのが、コスプレイヤーの主な希望です。特に 10 代、20 代の方々は、全国各

地にどのような特産、ロケーションがあるのか、なかなか知りません。私自身もコスプレをしなけれ

ば行かなかったであろう土地もたくさんあります。その中で、現地の特産物や歴史に触れて初めて日

本の良さを、私自身、日本人として感じた部分があります。現地に行って、地域の方々と触れ合うこ

とによって、地域振興が実際に行われていると思いますし、彼女たちも、ご飯を食べたり、お土産を

買ったり、買い物をしたりして帰るので、地域の方々の理解や受け入れがあれば、より地域のファン

になっていくと思います。継続的なイベント開催や、コスプレを通じた地域振興がどんどん進んでい

けばと考えています。 

 

今井 コスプレを通じた活性化ということで、大須の例を挙げると、秋の大道町人祭の「おいらん道 

中」で、180 人ぐらいを一般公募して、その中から 20 人のおいらんを選び、2 日間 3 人ずつ歩かせま

す。そこで、中国やブラジルの方などにあえておいらんになってもらって国際色を出すということも

したことがあります。伝統を重んじる金沢ですから、おまつ

の方や前田利家に外国の方をというのはなかなか難しいかも

しれませんが、大須ならではで、そのように国際色豊かにや

っています。 

 大須はコスプレを地域の活性化に結び付けていますが、こ

れだけではなくて、南米のダンスフェスティバルやコリアン

ダンスフェスティバルなど、いろいろなコンテンツがありま

す。コスプレに加えて外国の方にも受け入れられるまちとい

うのは、コスプレにも通じるし、世界コスプレフェスティバ

ルにも通じます。今後もそれを踏襲して、幅広くどんどん受

け入れていこうと考えています。 

 

髙橋 ローカル化とグローバル化の両方を志さなければ、コスプレでまちおこしがしっかり成功して

いくことは多分ないのだろうと思いました。グローバルの方向性は、外国から来られた方などもしっ

かり受け止めていくというものですが、そうすると、地域の皆さんがしっかりもてなす、フレンドリ

ーに接するという部分が要ります。その二つの方向性を見据えながら、次の展開を練っていきたいと

思いました。 

 

神谷 どうもありがとうございました。それでは、 後に少しだけ総括をいたします。 

 昨年のアニメでも思っていたのですが、昨年以上に今年のコスプレの方が、地域の活性化にとって

非常に重要な観点になっています。地域振興でとても重要なのは、若い人にこれから来ていただく、

そしてそこで実際に活躍してもらう。そのための手段として非常に大きな可能性を秘めているという

ことです。これはインバウンドとも関係しますが、海外から来ていただく、あるいはクールジャパン

で日本の文化を海外に発信するという世界的なレベルの話と、それぞれの地域のローカルレベルの話

の二つの部分を組み合わせると、コスプレは非常に大きな可能性を持っている文化である、あるいは
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手法であると感じました。 

 議論としてはまだ入り口の部分にとどまっていますが、

毎年、金沢大学地域連携推進センターで、リアル・ワー

ルド・コンテンツミーティングを開催して、来年以降も

コンテンツによる地域活性化について考えていきたいと

思っていますので、よろしくお願いします。 

 これでパネルディスカッションを終了します。どうも

ありがとうございました。 


