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つである学術的にも発展途上の領域であり，ま

だ確立した定義はないが,おおむね「ある地域（ま

ち）を散策することを通して，そこに存在する景

観．歴史．生活・産業などの魅力を再発見して楽

しむという観光形態」という意味で用いられてい

る．

まち歩き観光が本格的に展開したのは2006年に

開催された「長崎さる〈博iO6注')」以降であると

されている．その成功を受けて全国で同様の取り

組みが行われるようになり，東京において観光産

業の振興施策として，まち歩き観光が重要視され

るようになっている型．多摩市においても市内の

各所を散策するコースを整備し，まち歩き観光に

関する企画を行い，その推進にあたっていること

は前稿にて取り上げた通りである注3)．

前稿では｢コンテンツツーリズム漣)｣および｢コ

ミュニティ．ツーリズム注5)」のキーワードに着

目した．聖蹟桜ケ丘エリアは，映画「耳をすませ

ば注6)」のモデル地となっており，その公開から２２

年を経た現在もなお，多くのファンが国内外から

訪れており，コンテンツツーリズムが盛んである

また，ファンと地元の住民との交流もあり，ファ

ンとファンとの交流も行われている．すなわち，

コミュニテイ．ツーリズムの萌芽的傾向が見出さ

れており，前稿ではこれをうまく育てていくこと

によって，コンテンツツーリズムとコミュニティ・

ツーリズムを掛け合わせた新たな取り組みへと発

展していく可能性が開かれうることを指摘した．
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Ｉ はじめに

本稿は『多摩ニュータウン研究』第19号に掲載

された研究論文「多摩市の特色を活かした『まち

歩き観光』の展開および効果の検証に関する研究」

(以下，前稿と表記）のフォローアップ的な位置

づけとして，現在多摩市で行われている「まち歩

き観光」の取り組み事例の推移を検証し，その持

続的な展開および定着をはかるための検討材料を

整えることを目的としている

「まち歩き観光」とは，従来型の大衆観光（マ

スツーリズム)に代わる新しいツーリズム(ニュー

ツーリズム）の一つに数えられる概念で，２１世紀

以降に注目が高まりつつある新しい観光形態の一
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図１パンフレットの表紙

後述するように，多摩市ではまち歩き観光に関す

る企画が2015年度より行われており，アンケート

調査が2016年度に引き続き2017年度にも実施され

ている．本稿では，アンケート調査の分析を通し

て，多摩市における特色あるまち歩き観光の可能

性が本当に育ちつつあるのかを検証し，課題を整

理していくことを試みる．

われている，まち歩き観光の企画である．聖蹟

桜ヶ丘駅から霞ヶ関橋一いろは坂一桜ヶ丘ロー

タリーへ至り，原峰公園一旧鎌倉街道一川崎街

道を経由して聖蹟桜ヶ丘駅に戻るコースで，全

長は約2キロメートル，所要時間は約2時間の行

程となっている．見どころポイントとして「青

春のポスト」注9),「いろは坂の階段｣,「金比羅宮｣，

｢天守台｣，「桜ケ丘ロータリー｣，「熊野神社｣，「霞

ノ関南木戸柵跡｣,「観音寺｣,「横溝八郎の墓｣,「関

戸古戦場跡」の10カ所が設定されているこの順

序でポイントを巡った場合，前半は「耳をすませ

ば」に関連したポイントが多く，後半は多摩の歴

史にまつわるポイントが多いのが特徴となってい

る．

対応アプリ「CybARnet注'0)」をスマートフォ

ンにインストールすることによって，それぞれの

ポイントで音声ガイドを聴くことが出来るほか，

３カ所設定されている撮影ポイントではマスコッ

トキャラクターと記念撮影が出来るようになって

いる注'')．

Ａ4版4ページのパンフレットも制作され，聖蹟

桜ヶ丘周辺のまち歩きＭＡＰとその解説，対応ア

Ⅱ多摩市における「まち歩き観光」の現状

多摩市では,推奨するまち歩きコースとして｢多

摩よこやまの道｣，「多摩センター駅周辺公園巡

り｣,｢聖蹟桜ヶ丘周辺まち歩き(耳をすませばコー

ス・歴史コース)」が設定され，それぞれのガイ

ドマップが作成・提供されている注7)．本稿では，

このうち「聖蹟桜ヶ丘周辺まち歩き（耳をすませ

ばコース・歴史コース)」に関係する，まち歩き

観光の企画を採り上げる

1。「タップ・デ．トリップ聖蹟桜ヶ丘周辺まち歩

き」企画について

多摩市経済観光課が主催し，せいせき観光ま

ちづくり会議注8)が受託する形で2015年度より行

－７２－
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図２まち歩きＭＡＰ
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ブリのインストール方法，音声ガイドの楽しみ方

やキャラクターの出し方などの案内が記載され

ている．2017年版のパンフレットでは，まち歩き

クイズが出題されたほか，まち歩きをした感想の

ツイッターヘの投稿，キャラクターと撮った写

真のインスタグラムなどＳＮＳへの投稿を推奨す

るメッセージも追加された．2017年度版のパンフ

レットの表紙を図１に，パンフレットを開いたま

ち歩きＭＡＰの様子を図2に示す．

2．聖蹟桜ケ丘周辺への年間訪問者数の推定

一年間でどのくらいの人が多摩市へまち歩き観

光のために訪れているのかを算出することは困難

である．まち歩き観光は自由な散策が基本であ

り，人数を正確にカウントする方法がないからで

ある．ただし，聖蹟桜ケ丘エリアへのまち歩きに

ついては，ある程度の推算が可能である．

経済観光課によると，2017年度はパンフレット

を１０，０００枚作成し，市内12カ所，市外7カ所の計１９

カ所で配布を行い，約215日で配布完了となった．

2016年度はパンフレット5,000枚を作成したが，約

1ケ月で底をついたため3,500枚を増刷，増刷分を

含めて約200日で配布完了となった．2015年度は

パンフレット5,000枚を作成，約70日で配布完了

となっている．これらの配布ペースの実績から

1年間あたりの配布数を回帰分析で予測すると約

13,400枚という数値が得られる注'2)．2016年度まで
のデータに基づく年間予測数は約１２，０００枚である

から注'3)，昨年よりも配布ペースが上がっている

ことが分かる．

過去のアンケート調査の回収ペースから，聖蹟

桜ヶ丘エリアのまち歩きを行う人はおおよそ年間

1万人ほどと見積もられており注'4)，今回のパンフ

レットの配布ペースもそれに近く，訪問者数はお

おむね維持されているものと考えられる．

Ⅲアンケート調査の分析と効果の検証

1．調査の目的と方法

先述したように，多摩市聖蹟桜ケ丘において音

声ガイドつきのまち歩き企画が2015年から行われ

多摩ニユータウン研究No.2０２０１８

ている．どこから，どのような人達がまち歩き観

光に参加しているのであろうか．音声ガイドの活

用はどうであろうか昨年と比較した場合，どの

ような変化が見られるのであろうか．

これを検証する方法として，まち歩き企画の参

加者を対象としたアンケート調査を行い，その内

容を分析することが有効である．今回は以下の要

領でアンケート調査を実施し，その集計結果を検

討することにし，必要に応じて昨年のアンケート

結果と比較することにした．対象人数ならびに有

効回答数は以下の通りである．

実施期間：2017年７月１６日～９月30日

対象数：1,000（まち歩き企画の参加者）

回収数：891（有効回答数：865）

今回は｢アトリエタッセル｣｢カフェれすとなな」

｢djning和桜」「ノア洋菓子店」の協力を得て，ま

ち歩き企画の参加者のうち，いずれかの店舗を訪

れた先着１，０００人を対象者として設定し，アンケー

ト用紙を配布してその場で記入してもらい，回収

する方法で実施した注'5)．

期間中に891通が回収され，性別・年齢・居住

地が空欄の回答や，ほぼ白紙の回答は，集計の

関係上，有効回答から除外した（有効回答865)．

内訳はアトリエタツセルが164通（うち有効回答

162)，カフェれすとななが49通（うち有効回答

42)，djnjng和桜が272通（うち有効回答262)，ノ

ア洋菓子店が406通（うち有効回答399）である

2．調査結果の概要

回答者の内訳は表ｌのようになった男女別で

は男性が358％，女性が642％で女性が多い．前

回の2016年は男性が353％，女性が657％であった

ので，比率は2016年の調査（以下，前回と表記）

とほとんど変わらない

居住地の詳細を集計したところ，表２のように

なった．日帰りが可能な多摩市内・東京都・首都

圏３県（神奈川県・埼玉県・千葉県）からは661

名（764％）となっており，前回の633名（714％）

とほとんど変わらない．全体で39都道府県および

外国（アメリカ・カナダ・韓国・中国）からの来

－７３－



表３回答者の世代（2017年）

訪があり，2016年の集計（42都道府県注'6)およ

び外国）とあまり変わらない聖蹟桜ヶ丘へは

｢耳をすませば」のファンが多く訪問している

ものと考えられるが，持続的かつ安定的に推移

していると判断して良い．

回答者の年齢の分布は表３のようになった

10代から30代までで735名（850％）となってお

り，2016年の792名（893％）とあまり変わらな

い．聖蹟桜ヶ丘のまち歩き観光は，若い世代に

よって担われていることが分かる．居住地域別

で有意な差が出ており，遠方からは若い世代の

参加者が多く，多摩市内からは年配の参加者の

割合が多くなる傾向が認められること，男女別

でも有意な差が出ており，女性の年齢層の方が

より若くなっていることも前回と同様である．

まち歩きＭＡＰに記載された１０ケ所のポイ

ントのうち，どこが良かったかについて質問

したところ。表４のようになった．いろは坂

表１回答者の内訳（2017年）
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表２回答者の居住地（2017年）
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の階段，金比羅宮，

桜ケ丘ロータリー

の３ヶ所が他を大

きく引き離してい

る．多摩市内か

らは桜ヶ丘ロータ

リーの支持が集中

しており，居住地

が遠方になるほど

３ヶ所がセットで

支持される傾向が

認められる．男女

別では，女性に金

比羅宮の人気が高

いその他のポイ

ントの人気はわず

かである．これら

の大まかな傾向も

前回から変わって

いない．

聖蹟桜ヶ丘周辺

のまち歩きコース
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表４どのポイントが良かったか（2017年）複数回答可

※％は､に対するもの

青巻のポスト

いろは坂の階段

金比羅宮

天守台

桜ヶ丘ロータリー

熊野神社

鰻ﾉ関南うけ#柵跡

観音寺

検瀧八郎の墓

闇戸･古戦鳩跡

合計

人％

６５１６.鯉

280凝議.9％
193露７．蝿
５４１５.峡

415蔦･'３ａ4％

５０リ4.6蝋
６０，戦

５０．５Ｗ

３０，盤

９０.毅

1,080

居住地別

１２罰13.5％

23K錘.8％
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４１４．５％
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３１３．４％
２ｉ2.2％
００．０％

００，０％

３１３.鍋

1０７

東京都内

八％

２４；7.2％

118鍵鼠3％
６０騒18.0％

２１；6.3淵
１６０謙蕗7.9％

２８m８．桃

３１０．９％

411.2､

310.9％
４１］.鰯
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他道府県

人 ％

磁
郷
祁
瞭
罪
課

雛
錘
錘
詮
議
卿

泌
調
幻
羽
、
羽

１
１
２

１０.蛾
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０ ０ . 峡

２０．５％

543

男女別

男性

人％

１６§5.2％

'08蕊鍵8％
４５蕊１４.弱

２２３７．１％

160篭蔚溌
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３ｉ1.0％
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東京都
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北海道

東北

関東

中部

近畿

中閣･四国

九州･沖純

外国

未回答

計

合計

人％

８９霞10.3％
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238驚錘5％
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表７音声ガイドの活用（2017年）

の設定が妥当なもの

であるかどうかにつ

いて集計すると表５

のようになった.「大

変良かった｣｢良かっ

た」を合わせて９割

以上に達しており，

好評であると言え

る多摩市内からの

参加者の満足度があ

まり高くなく，居住

地が遠方になるほど

満足度が高くなる傾

向にあり，これも前

回と同様である

パンフレットのま

ち歩きＭＡＰを活用

したかどうかについ

て集計すると表６の

ようになった．全体

的によく活用されて

いると言えるが，多

摩市内からの参加者

はあまり活用してお

らず，これも前回と

同様である．地元在

且麗

合計

謎c*Ｐ<０．０１

表６まち歩きＭＡＰの活用（2017年）

9W§

ｎs

合計

|g畷
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表５コース設定の感想（2017年）

｢音声マークをタッチしても反応がなかった」（２０

代男性：東京都）など，使用を試みてもうまくい

かなかったことを指摘する声も多かったスマー

トフォンのＯＳのバージョンによってはキャラク

ターとの撮影で一部不具合も生じており，課題が

残された注'7)．

住で土地勘もあるため，必ずしもＭＡＰに頼らず

ともまち歩きが出来てしまうからなのかもしれな

い地元の方にとっても有用な情報を充実させて

いきたいところである

聖蹟桜ヶ丘でのまち歩き企画は，１０箇所のポイ

ントで音声ガイドを聞くことが出来ることが特徴

である音声ガイドを活用したかどうかについて

集計すると表７のようになった.音声ガイドを｢知

らなかった」という回答が最も多く，「活用した」

と回答したのは127名（14.7％）にとどまってい

るこれは前回の１０６名（120％）とほとんど変わ

らない．音声ガイドを使用した人は「大変良かっ

たが」９２名，（586％）に達するなど感想は良好で

あるが,「音声が出なかった」（50代男性:福井県)，

－７５－

3．聖蹟桜ヶ丘以外のまち歩き観光

今回のアンケートでは，これまでにまち歩きを

したことがある所について自由記述の形式で質問

したところ，国内外の数百ケ所にも及ぶ街の名前

が記載された．最も多かったのが鎌倉(29人)で，

以下,京都（１４人),秩父（9人)，飛騨高山（8人)，

神戸（7人)，仙台，吉祥寺．金沢，尾道，川越，

大いに活用した

少ﾐﾉ活用ﾐﾉた

活用し左かつ党

その他

無臓答

｜合語

人％
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谷中（各5人）と続いている．その他の街は全国

にまたがっており，著名なところはほぼ網羅され

ていると解して良い観光等で訪れた時には，定

番の観光スポットに加えて街も散策している様子

がうかがえる．

スタジオジブリ作品の名前とモデルとなった街

(関連する街）が併記された所として，所沢（埼

玉：となりのトトロ)，狭山（埼玉：となりのト

トロ)，高瀬（山形:おもひでぽろぽろ)，高知（高

知：海がきこえる)，九傍（台湾：千と千尋の神

隠し)，高円寺（東京：猫の恩返し)，鞘の浦（広

島：崖の上のポニョ）が挙げられていた．

ジブリ以外のアニメーション作品の名前とモデ

ルとなった街が併記された所として,大洗（茨城：

ガールズ＆パンツァー)，秩父（埼玉：あの日見

た花の名前を僕達はまだ知らない)，鷲宮（埼玉：

らき☆すた)，飯能（埼玉：ヤマノススメ)，恵比

寿（東京：花より男子)，沼津（静岡：ラブライ

ブ！サンシャイン!!)，豊郷（滋賀：けいおん！），

飛騨高山（岐阜：君の名は｡)，南砺（富山：'nue

Tears)，大垣（岐阜：賛の形)，西宮（兵庫：涼

宮ハルヒの憂諺）が挙げられていた注'8)．

このほか，映画・ドラマ作品の名前とロケ地

となった街が併記された所として，世田谷（東

京：パンとスープとネコ日和)，菊名（神奈川：

逃げるは恥だが役に立つ)，鎌倉（神奈川：海街

dia]fy),鎌倉（神奈川:タイヨウのうた),鎌倉（神

奈川:四月は君の嘘),能登（石川:まれ),倉敷（岡

山:ALWAYS三丁目の夕日）が挙げられていた．

このように列挙すると多いようにも見えるが，

複数名が挙がったのは「君の名は｡」「あの日見た

花の名前を僕達はまだ知らない」「ガールズ＆パ

ンツァー」の3作品だけで，それ以外の作品は，

映画・ドラマも含めてすべて一人ずつしか挙げて

おらず,実数としては少数にとどまるもちろん，

より掘り下げて質問をした場合は，もっと数が増

えてくるものと考えられるが，コンテンツツーリ

ズムに関連するまち歩き観光は，それほど多くは

ない印象である．アニメーション作品には日本中

のモデル地を訪問する「聖地巡礼者」が多数いる

が，彼らはあまり聖蹟桜ヶ丘には来ていないよう

である．過去の調査においても，「耳をすませば」

のファン層と，その他のアニメーション作品の

ファン層はあまり重なっていないことが示唆され

ており注'9)，今回のアンケートでもその傾向を補

強している格好となっている．

4．自由記述

続いて，アンケート用紙の自由記述欄に書かれ

た内容をテーマ別に分類し，検討を行う．

１）「耳をすませば」モデル地の雰囲気を堪能

「ジブリで一番好きな映画なので，来られて良

かつたです.」（10代女性・神奈川県)，「金比羅神

社が映画そのままでワクワクした」（20代女性：

千葉県）のように，「耳をすませば」で描かれた

世界観と現実の風景を重ね合わせ，モデル地の

雰囲気を堪能する書き込みが最も多く，その傾向

は一貫している．「あらためて映画を見たくなっ

た.」（20代女性・埼玉県)，「21歳にしてやっと来

られて良かつた帰ったらまた観たい」（20代男

性：奈良県）のように，モデル地訪問で相乗的に

関心が高まっていくような傾向も見られる．「坂

道は大変だったけど世界観を体験できて良かっ

たです.」（20代女性：埼玉県)，「Itwasalotof

fimseeingthesceneryｈｏｍＭｉｍｉｗｏＳｕｍａｓｅｂａａｓ

ｗｅⅡaslrohazakaIsSharPcurves.（いろは坂の急

カーブもはもちろん「耳をすませば」の風景を見

ることはすごく楽しかった)」（30代男性：アメ

リカ．カリフオルニア）のように，いろは坂を登

るという，地元ではない人にとっては非日常的な

体験も強く印象に残っているようである

２）街の魅力を発見

「耳をすませば」をきっかけに聖蹟桜ヶ丘を訪

問したが，そこから街の魅力に気付いたとする記

述も多い．「上から見る景色がとてもきれいでし

た．この眺めが見られるなら住みたいなと思いま

した」（20代女性：千葉県)，「高台なので眺望も

良く，住んで見たいなと思いました」（30代女性：

神奈川県）のように，住みたいという意見も少な

からずあるもちろん,本当に住んで見るとイメー

－７６－



ジが変わるかもしれないが，実際に街を歩いての

感想であるから，少なくとも「街としての魅力」

は高いレベルを保っているものと判断して良いの

ではないかと考えられる．

３）初めての訪問，初めての「まち歩き」

「初めて来たけど落ち着いていて，自分にとっ

てはとてもいい感じだった」(１０代男性:東京都)，

｢小さい頃からずっと来てみたかった聖蹟桜ケ丘

でやっと来られたことがとてもうれしかったで

す．また来ます.」（２０代女性：神奈川県）のよう

に，初めて聖蹟桜ヶ丘を訪れた人の率直な感想が

目立つ．また，「まち歩きをしたのが初めてだっ

たので，とても新鮮で楽しかったです.」（20代女

性：神奈川県)，「初めて『まち歩き』なるものを

してみて，とても面白いものだなあと少し感動し

ました聖地巡礼というものが流行る理由が分か

ります．自分の物語の主人公のような気持ちにな

りました」（20代男性：東京都）のように，聖蹟

桜ヶ丘を歩くことが，そのまま初めてのまち歩き

観光の経,験となり，面白さに目覚めたという記述

も注目に値する．

４）リピーターの感想

「７年ぶりの聖蹟！変わらずステキな街でし

た」（30代女性：千葉県）のように，再訪してく

れた人の記述も確認出来た．「毎年来ていますが

飽きません．子供が生まれたので駐車場があると

なお嬉しいですＪ(30代女性東京都内)のように

生活習慣が変わってもなお毎年のように訪れてい

る人は，多摩市にとって有り難いことである．な

お，駐車場はそれなりにあるので，適切な案内方

法が課題になるかと思われる．

５）写真の流行（インスタ映え）

2017年はインターネット上の写真共有サービス

である「インスタグラム」の人気が高まり，同年

の流行語大賞）に「インスタ映え注20)」が選ばれ

るなど，こだわりの写真撮影および共有に注目

が集まった年となった．その世相を反映してか，

2017年のアンケートでも写真に関する記述が目立

つようになった.「写真がたくさん撮れて楽しかっ

たです」（20代女性:神奈川県)，「『耳をすませばＩ
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でのカットと同じように写真が撮れる撮影ポイン

トなどを設置したら良いと感じました．」（20代男

性：神奈川県）といった感じで，「写真スポット

がもう少し分かりやすいといいなと思いました．」

(20代女性：千葉県）のような，撮影スポットを

紹介して欲しいという要望まで飛び出している

６）市民の視点

多摩市内から参加した人の記述を見てみると’

｢市内に住んでいるけれど，聖蹟にこんなにたく

さん遺跡があるとは知りませんでした｡」（30代女

性：多摩市内)，「身近に素敵な場所を知ることが

出来て良かった」（'０代女性：多摩市内）のよう

な記述が見られ，市民が地元を再発見する機会に

もなっていることが分かる．「パンフレットを見

ながら歩く方とすれ違って，にぎやかになってい

るのを感じました」（30代女性：多摩市内）のよ

うな，市民の目にもまち歩き観光が認知されつつ

あるような記述も確認出来た

７）市外の人からの視点

「体力的に坂がきつかった」「40代女性：東京

都)，「緑が多くて良かった.」（40代男性:東京都）

のような，地元で暮らしている人であれば日常的

すぎて意識しないような事柄が記述されているの

は，市外の人ならではの視点である「聖蹟桜ヶ

丘は道にごみが全然なくて凄いなと来て最初に思

いました.」（'0代女性：千葉県）というのも新鮮

な発見になるし，「蜂に追いかけられたから少し

怖かった」（20代男性：千葉県)，「虫がたくさん

死んでいた」（２０代女性：埼玉県）のような記述

も見ていると，市外から訪れた人からの視点は

大切であることが分かる．「雑草の手入れ等，歩

道がもっと整備されていれば良いと思いました．」

(２０代男性：東京都)，「コースがあまり手入れさ

れているように見えず残念だった」（20代女性：

東京都）という指摘には大いに留意しなければな

らない．

８）景観の保全

「街並みが椅麗で歩いていて楽しかったです．」

(１０代女性：神奈川県)，「一体的な取り組みで景

観を維持していただければと思います．（20代男

－７７－
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性：島根県）のように，街並みの美しさを記した

感想や，その保全を期待する記述も散見される．

｢映画から20年以上経っているのに，景観が残っ

ていて感心した．今後もぜひ残していって欲しい

と思った」（40代男性：東京都）の記述も留意す

るべき意見である．地元での生活者にとって便利

な街づくりを目指しつつ，観光資源としての都市

景観の価値をどのように判断し，残すべきところ

を残していくかについては，今後検討していきた

い課題である．

９）他のキャラクター，他の作品

聖蹟桜ヶ丘のまち歩き観光は「耳をすませば」

のモデル地を巡る意味合いが強いが，まち歩き企

画では，「あらいぐまラスカル」や「赤毛のアン」

など，ゆかりのあるキャラクターも登場させて

いる．よって，「ラスカルが大好きなので，地域

と定期的なイベントがあってとても嬉しいです.」

(30代女性：多摩市内)，「ステキなキャラクター

と一緒に写真が撮れて，記念に残るまち歩きでし

た」(50代女性:東京都)のように,｢耳をすませば」

以外の要素にも注目されているのは喜ばしいこと

である「ハローキテイを推して欲しい.」（30代

男性：東京都)，「『一週間フレンズ。注２１)』のまち

歩きももっとやってもらいたい.」（20代男性：東

京都）のように，多摩に縁がある他のキャラク

ターや多摩が舞台となった他の作品に対する言及

もあり，それらの作品への対応の検討も，まち歩

き観光の幅を広げていく上で重要であると考えら

れる．

5．インターネット上の反応

経済観光課によると，今回のまち歩き企画の期

間中（2017年７月～2018年１月)，企画のウエブサ

イトは7,880のページビユーがあった．ツイッター

でのツイート数（つぶやきの発信数）は847で，

インプレッション（利用者がつぶやきを目にした

数）は76,912に達し，エンゲージメント（つぶや

きへの反応）も518を記録したという．リツイー

ト（ツイートの引用）は18であったいずれも前

回より増加傾向にあるというが，やや物足りない

という印象であるインターネット上でも広く話

題が共有されるような対応策を検討していきたい

ところである．

Ⅳまとめと今後の課題

コンテンツツーリズムが抱える課題の一つとし

て，短期間のブームに終わってしまう問題が指摘

されている注22)．ただし「耳をすませば」に関し

て言えば，公開から長期間を経てもファンが訪れ

続けており，アンケートの集計結果にも大きな変

動がないことから，安定的に推移していると判断

出来る．この流れをさらに持続させていきたい．

聖蹟桜ヶ丘への来訪者は｢耳をすませば｣のファ

ンが多くを占めているが，観光等で訪れた他の街

もよく歩いているようである．ただし，他のアニ

メーション作品の舞台へはそれほど行っておら

ず，逆に他のアニメーション作品の舞台を好んで

訪れる層の参入もあまり多くない模様であり，こ

れが聖蹟桜ヶ丘におけるコンテンツツーリズム・

まち歩き観光の特徴と言えるかもしれない．

なお，今回のアンケートでは，アンケートの協

力店舗における店主とファンの良好な関係の構築

をうかがわせる記述が目立った「タッセルの和

やかな雰囲気が素敵です」（20代女性:多摩市内)，

｢カフェで休むことが出来,落ち着く.」(20代男性：

埼玉県),｢一番良いと感じたのは,ここ（dining桜）

にて土地に住んでいらっしゃる方の生の声を聞け

たことです．まちを歩くだけでなく，地元の方と

の触れ合いを通して，この土地に対して，より良

い思い出が出来ました．また来ます」(30代男性：

東京都)，「ノア洋菓子店さんには大変よくしてい

ただきました．ありがとうございました．また伺

います.」（40代女性：埼玉県)，など，店舗の雰

囲気や店主の人柄が気に入ったという記述が見ら

れるのである．これは，お気に入りの店に立ち寄

ることがまち歩き観光の楽しみの一つとして定着

しつつあるものと考えられ，そのままコミュニ

ティ・ツーリズムが発展していくために不可欠な

要素となっている．順調に育っていくことを期待

したい．
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解決していくべき課題も浮かび上がっている．

トイレの増設やまち歩き用のWifiの整備は前回よ

り検討課題になっている「音声ガイドは活用し

たかったが充電がなくて出来なかった.」（１０代女

性：千葉県）の声もあったので，スマートフォン

の充電サービスの提供も選択肢に入るであろう．

車で聖蹟桜ケ丘を訪問する観光客を想定した，‘駐

車スペースの案内方法の工夫も必要である．こ

の企画は，2018年度も引き続き実施することが決

まっており，企画内容およびコース設定の一部に

修正を加えて行う予定である

今後とも，まち歩き観光の定着をはかりつつ，

多摩市ならではのアピールポイントに磨きをか

け，問題点の改善に努めながら，「訪れてよし，

住んで良し」の多摩市の魅力が高まるよう努めて

いきたいところである．

補足本稿で取り上げたWebサイトの最終閲覧日

は，いずれも2018年２月28日である．

謝辞アンケート調査の実施にあたっては，アト

リエタッセル，カフェれすとなな，dining和

桜，ノア洋菓子店（50音順）の協力をいただ

いた．ここに謝意を申し上げたい

l)詳細は「長崎さる<」のサイトを参照

2)詳細は（東京都産業労働局2013,P67）を参照

3）多摩市におけるまち歩き観光推進の詳細は，

毛利ほか（2017,Ｒ44）を参照

4)｢地域に『コンテンツを通じて醸成された地域

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である」とする定義が広く

用いられている．定義の詳細は国土交通省他

（2005,Ｐ49）を参照

5)｢観光客が訪れた地域の人々とふれあいながら，

その地域の歴史や文化生活を体,験し学ぶとい

う体,験交流型観光」と定義されている．2008年

に大阪コミュニティ・ツーリズム推進連絡協議

会が日本で最初にコミュニティ・ツーリズムの

多摩ニュータウン研究Ｎｏ２０２０１８

概念を全面的に打ち出した詳細は同協議会の

サイトを参照

6)｢耳をすませば」は，1995年に公開されたスタ

ジオジブリ制作のアニメーション映画である．

聖蹟桜ヶ丘～多摩ニュータウンにまたがるエリ

アがモデル地とされた．

7）詳細は多摩市公式サイトの「多摩市のまち歩

き」のページを参照

8）せいせき観光まちづくり会議とは，多摩市の

聖蹟桜ヶ丘を中心としたエリアで観光まちづく

りと地域活性化を目指して活動している有志の

集まりである．活動の詳細は森田ほか(2014）

を参照．

9)詳細は平ほか（2015,Ｐ､152）を参照

１０）「cybARnet」はスマートフォン向けのＡＲ(拡

張現実）サービスで，音声の再生や画像を表示

させる機能がある．

11）マスコットキャラクターの一つは「聖蹟☆さ

くにゃん」で，登場の経緯は森田ほか（2014,

Ｒ113）を参照残りの二つは「あらいぐまラ

スカル」「赤毛のアン」で，多摩市内にスタジ

オを構える日本アニメーション株式会社の代表

的なキャラクターである．多摩市と同社との協

定により，2016年度から登場している

１２)2017年度は215日・'0,000枚，2016年度は31日．

5,000枚（増刷分込みで200日・8,500枚)，2015年

度は70日・5,000枚実績に１ケ月（31日）での数

値を加えて回帰分析（線形の最小二乗近似によ

る推定）を行うと，365日では13,399枚となる．

13)2016年度までのデータで同様に回帰分析を行

うと，365日では12,062人となる．詳細は毛利ほ

か（2017,Ｐ56）を参照

１４)算出法の詳細は毛利ほか(2017,P56）を参照．

15）アンケートは，いずれかの店で回答すれば良

い旨の告知を依頼したが，重複回答が混入して

いる可能性は排除出来ない．しかし，回収時期

や回答内容から見て，明らかに重複と思われる

回答は少数にとどまると推定されたことから，

前回と同様，今回も有効回答のすべてを対象と

して分析を行った．

１６）鳥取県以外の都道府県からは前回と今回の

－７９－
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どちらかあるいは両方の年から来訪があった

１７)今回キャラクターとの写真撮影については，

モバイルOSのAndroid70以降に未対応である

ことが判明し，記念写真が出来なかった．

18）この他にも，渋温泉（長野県：千と千尋の神

隠し)，友ケ島（和歌山県：天空の城ラピュタ）

も挙げられていたが，これらのスポットはまち

歩き観光にはそぐわないので割愛した

１９）聖蹟桜ケ丘を訪問するファン向けに2013年に

行った調査では，「耳をすませば」のファン層

とその他のアニメーション作品のファン層はあ

まり重なっていない傾向が見出されている．詳

細は毛利（2015,Ｐ31）を参照

20）インスタ映えとは「インスタグラム」に写真

を公開した際に，ひときわ映える，見栄えが良

い，という意味で用いられる表現である．２０１７

年12月1日付の新聞報道によると，「インスタ映

え」する景観形成によって観光誘客を後押しす

る政策も公表され，一次的なブームにとどまら

ない流れが形成されつつある．

21）「一週間フレンズ｡」は，『月刊ガンガン

JOImR』連載された漫画（作者：葉月抹茶氏）

が原作で,2014年にテレビアニメが放送され(監

督：岩崎太郎氏)，舞台化されたほか，2017年

には実写映画化もされた．アニメ版は聖蹟桜ヶ

丘がモデル地となっており，実写映画も聖蹟

桜ヶ丘でロケが行われている．

22）コンテンツツーリズムは，作品の公開時には

短期的に盛り上がるものの，ブームの終息と同

時に息切れになってしまう事例が多く，ブーム

に依存しない長期間にわたる活動の継続が求め

られている（増淵2010,Ｐ203)．
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