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はじめに

　コンテンツツーリズム（contents tourism）と

は、文学や映画、テレビドラマ、アニメといっ

たメディア作
コンテンツ

品の舞台を訪問する観光行動の総

称である1。小説に登場する場所や映画のロケ

ーションサイト（以下、ロケ地）を巡る観光は

日本のみならず世界中で古くから盛んであり、

旅行のガイドブックなどで紹介されることも少

なくない。日本では近年アニメに描かれた風景

を訪れる、いわゆる「アニメ聖地巡礼」が注目

を集めているが、映画産業が盛んなアメリカ

ではかねてフィルムツーリズム（film-induced 

tourism）が広く支持されてきた。

　アメリカにおけるフィルムツーリズムの主

要な目
デスティネーション

的地といえば、ニューヨーク、ロサン

ゼルス、シカゴ、フィラデルフィア、それに

首都ワシントンD.C.などの大都市の名が挙が

る。一方、地方の小都市を舞台とした映画の

ロケ地では、『フィールド・オブ・ドリームス』

（Field of Dreams, 1989）のアイオワ州ダイアーズ

ビル（Dyersville, IA）と『マディソン郡の橋』（The 

Bridges of Madison County, 1995）の同ウィンター

セット（Winterset）の2つが著名である。この

うち、ダイアーズビルでは、主人公レイがトウ

モロコシ畑を切り拓いて造成した野球場が撮影

後もそのまま保存されており、野球道具を持

参して実際に野球場でプレイすることもできる

ほか2、外野の先にはフェンス代わりのトウモ

ロコシ畑が広がり、そこからシューレス・ジョ

ー・ジャクソン（Shoeless Joe Jackson）3 はじめ往

年の名選手の亡
ゴースト

霊が現れるシーンの真似ごとを

するのが訪問者たちの定番の楽しみとなってい

る（RoadsideAmerica.com 2015）。

　スー・ビートン（Sue Beeton, 2005）によれば、

フィルムツーリズムは「現地観光」（On-Location）

と「非現地観光」（Off-Location）の2つの類型に

大分される。現地観光型には、実際に映画の撮

影がおこなわれたロケ地を巡るだけでなく、ア

メリカ映画産業の集積地であるロサンゼルス郊

外のハリウッド（Hollywood）周辺に集中するセ

レブリティの邸宅を巡る観光も含まれる。他方、

非現地観光型には、映画会社の撮影スタジオや

ユニバーサル・スタジオ（Universal Studios）な

どの映画テーマパークを訪れる行為に加えて、

新作映画のプレミア上映会や特定作品の同
ファンダム

人集

会などの映画関連イベントへの参加が該当す

る。このようにフィルムツーリズムの領域は幅

広いものの、山口誠（2015）はフィルムツーリ

ズムを「映画の制作と公開をきっかけとして、

その映画と関連した場所において生じる観光現

象」と定義している（p. 20）。

　また、コンテンツツーリズムは、オルタナテ

ィブツーリズム（日本ではニューツーリズムの

名称が使用される）4 の文脈で地域振興と連動し

て語られることも多い（長谷川・水鳥川 2005; 

長谷川 2007; Wearing, Stevenson, and Young 2010; 
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筒井 2013; 谷村 2014）。熱心なコンテンツファ

ンによる観光行動が地域に経済面での恩恵をも

たらすだけでなく、ファンと地域住民が協力し

て祭りなどのイベントを実施することによっ

て、草の根レベルで地域の活性化に一役買うこ

ともある。日本では長谷川文雄ら（2005, 2007）

によってコンテンツによる新たな地域振興が提

唱されて以降、観光庁も2000年代後半以降、コ

ンテンツを動機とする観光開発やコンテンツを

活用した地域活性化を主導している。アメリカ

では、イリノイ州ウッドストック（Woodstock, 

IL； 『恋はデジャ・ブ』 Groundhog Day, 1993のロ

ケ地）やオハイオ州マンスフィールド（Mansfield, 

OH； 『ショーシャンクの空に』 The Shawshank 

Redemption, 1994のロケ地）のように、映画作品

のロケ地であることを地元観光局が全面的に宣

伝し、地域住民もまたこれを積極的に支援する

姿が小都市の間で見られる。

　本稿では、アメリカ中西部の一地方都市を事

例として取り上げ、ロケ地となった家屋をファ

ンと地域住民が共同購入して保存し、映画コン

テンツを原資に地域の活性化ならびに観光資源

化を図っていく過程を考察することを目的とす

る。取り上げるのは、映画『アウトサイダー』（The 

Outsiders, 1983）の舞台となったオクラホマ州タ

ルサ（Tulsa, OK）である。はじめに、映画とそ

の原作の筋書き、および作品の舞台となったタ

ルサの歴史と地域性を概観する。次に、コンテ

ンツツーリズムの理論的枠組みを提示し、ある
1 人のコンテンツファン／地域住民の視点を通

じて、彼が始めたロケ地の保存活動がいかにし

て地域に物語性・テーマ性を付与しようとして

いるかについて考察していく。

I.　映画『アウトサイダー』について

1.	 原作――S・E・ヒントンによるヤングアダ
ルト小説

　映画『アウトサイダー』は、S・E・ヒントン

（S. E. Hinton、本名Susan Eloise Hinton）による

同名5 のヤングアダルト小説6（1967）を原作に、

フランシス・フォード・コッポラ（Francis Ford 

Coppola）監督によって脚色・映画化された。2

つの少年不
ギ ャ ン グ

良集団の抗争を背景に、経済的に持

たざる者かつ社会的に排除される者として、自

身の置かれた環境に苦しみ、やり場のない憤り

を抱える主人公が、仲間である親友の死を経験

することで逆境を乗り越えて前進しようとする

様子を描いている。

　原作者ヒントンはオクラホマ州タルサで生ま

れ育った。高校生時代に自分の身の回りで起こ

っている見聞きした出来事を土台に、わずか15

歳で同作品の執筆にとりかかると、16歳で大半

を書き上げたといわれる。出版されたのは1967

年、ヒントンが18歳、タルサ大学の1
フレッシュマン

年生の時

であった。どこの地方都市でもありそうな富裕

層と貧困層の社会経済的階級間の対立という設

定に加えて、親友ジョニーの犠牲的な死を機に

主人公が前向きに生きていく意志を得ていく過

程が、読者である思春期の青少年たちの心を鷲

づかみにし、当代随一のベストセラーとなった。

同書は、図書市場に新たに「ヤングアダルト小

説」というジャンルを開拓したと評され、出版

後半世紀を経た今なお中学校・高校（8～10年生）

の読本教材に採用され続けており、これまでに

印刷された部数は1000万部に達すると見込まれ

る（Michaud 2014）7。

　このため映画『アウトサイダー』は、世代に

わたって読み継がれている原作の愛読者にも広

く認知されるところとなっている。興行的にさ

ほど著しい成功を収めたわけでもなく8、また
1980 年代を代表する名作リストに名を連ねる

ような作品として批評家たちに認められたわけ

でもない9 同作品が、公開から30余年を経て今

なお忘れ去られずにいる理由の1つは、上記の

通り知名度のある原作に因るところが大きい。

2.	 出演者たちの出世作
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　映画『アウトサイダー』が長年にわたって

影
インパクト

響力を保持しているもう1つの要因は、豪華

な出演者の陣容である。1980年代に活躍した若

手映画スターを指す名称に「ブラット・パック」

（Brat Pack）がある。1950年代～60年代のフラン

ク・シナトラ（Frank Sinatra）を中心とする若手

スター5人によるエンターテインメント集団「ラ

ット・パック」（Rat Pack）10 に因み、また「生意

気な、粋がった、やんちゃな、甘やかされた」

を意味する英語の“brat”に掛けて命名された。

その定義はさまざまだが、ブラット・パック

の名称が広く認識されるきっかけとなった1985

年6月10月号の『ニューヨーク』誌
マガジン

（New York 

Magazine）の特集記事によると、1960年以降生

まれ（1985年時点で25歳以下）で、『タップス』

（Taps, 1981）、『アウトサイダー』、『ブレックフ

ァスト・クラブ』（The Breakfast Club, 1985）、『セ

ント・エルモス・ファイアー』（St. Elmo's Fire, 

1985）といった一連の青春映画に複数回共演し

たことのある俳優たちとされる（Blum 1985）11。

ただし、『アウトサイダー』が公開された1983

年当時はまだブラット・パックの名称は存在し

ていなかったため、同作品に出演したパトリッ

ク・スウェイジ（Patrick Swayze, b. 1952）、ラル

フ・マッチオ（Ralph Macchio, b. 1961）、エミリ

オ・エステベス（Emilio Estevez, b. 1962）、トム・

クルーズ（Tom Cruise, b. 1962）、マット・ディ

ロ ン（Matt Dillon, b. 1964）、 ロ ブ・ ロ ウ（Rob 

Lowe, b. 1964）、ダイアン・レイン（Diane Lane, 

1965）、C・ ト ー マ ス・ ハ ウ エ ル（C. Thomas 

Howell, b. 1966）らには、遡
さかのぼ

ってその肩
タイトル

書が付与

されるようになった。これらの俳優はその後そ

れぞれが映画の主役を務めるトップスターへと

成長していく12 ことから、本映画は錚
そうそう

々たる顔

ぶれの将来のスター候補俳優が一堂に会した

記
マイルストーン

念碑的な作品として根強い人気がある。

3.	 物語――階級間対立と貧困層出身少年の自
分探し

　1960年代前半、町は貧困層が集住する北
ノースサイド

地区

（原作では東
イーストサイド

地区）と富裕層が住む南
サウスサイド

地区（同

西
ウエストサイド

地区）に分断され、少年たちはそれぞれグリ

ーサーズ（Greasers）13 とソーシズ（Socs）14 とい

う名の不良集団を組織して日常的に喧嘩を繰り

返していた。成績優秀で飛び級し、14歳ながら

高校1年生のポニーボーイ・カーティスは、両

親を自動車事故で亡くしたため、20歳の長兄ダ

リーの後見の下、16歳の次兄ソーダポップと3

人で慎ましく生活している。ポニーボーイにと

って、親友のジョニーはじめ、ダラス、トゥー

ビット、スティーブらグリーサーズの仲間たち

は自分の居場所を与えてくれる存在だった。

　ある晩ポニーボーイとジョニー、トゥービッ

トの3人は、ドライブインシアター15 で出会っ

たソーシズの2人の少女を家まで送る途中で、

ソーシズのリーダー格であるボブとその仲間た

ちに遭遇し一触即発となる。その場は乱闘が回

避されたものの、深夜に家を飛び出したポニー

ボーイはジョニーと公園にいたところを再びソ

ーシズの連中に見つかり、寄ってたかって痛め

つけられる。ポニーボーイが攻撃の的になり、

このままでは殺されてしまうと恐怖を感じたジ

ョニーは、思わず取り出したナイフでボブを刺

し殺してしまう。

　ダラスの援助で逃亡するポニーボーイとジョ

ニー。2人は廃屋となった教会堂に潜んで、ポ

ーカーをしたり、『風と共に去りぬ』（Gone with 

the Wind）を読んだりして1週間を過ごす。様子

を見にやってきたダラスと一緒に食事に出かけ

て戻ってみると、教会堂が炎上しているのを発

見する。建物の中に小さな子どもたちが閉じ込

められていると知って、ポニーボーイとジョニ

ーは勇敢にも火の中に飛び込んで子どもたちを

助ける。しかし、その際ジョニーは大やけどを

負ってしまう16。

　数日後、グリーサーズはボブの復讐に燃える

ソーシズとの決
ランブル

闘に勝利し、ダラスとポニーボ

ーイは死に瀕しているジョニーに報告する。け
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れども、ジョニーはダラスに争いの無意味さを

諭し、ポニーボーイには“Stay gold”（輝き続けろ）

と言い残して息を引き取る。ダラスはジョニー

の死を受け止めきれず衝動的に強盗を働き、警

官に射殺されてしまう。その後、ポニーボーイ

はジョニーが残した手紙を発見し、そこに人は

みな子どものころは黄金であって、未来ある子

どもたちを救うことは命を懸けるだけの価値が

ある、と書かれてあるのを目にする。ジョニー

の死はむだではなかった――そう確信したポニ

ーボーイは、自分と仲間の身に起こった出来事

を作文に書き始めるのだった。

II.　オクラホマ州タルサについて

　オクラホマ州タルサは、アーカンソー川沿い

の小さな開拓農村に過ぎなかったが、1901年に

近郊で油田が発見されたのをきっかけに石油ブ

ームが訪れて急速に発展した。1920年代にシカ

ゴとロサンゼルスを結ぶ国
ルート

道66号が開通して

その中継地点になるのと時期を同じくして、石

油精製工業や化学工業など石油関連産業が発

達すると人口の流入が続いた17。タルサは1950

年代～60年代に「世界の石
オイルキャピタル

油首都」としてその

絶頂期を迎える。1970年代には、オイルマネー

を背景にワン・ウィリアムズ・センター（One 

Williams Center）18 はじめ高層ビルが乱立して、

タルサのスカイラインを一変させた。しかし、
1980年代に入ると、石油の供給過剰により原油

価格が暴落し、またアメリカ国内の不況とも重

なって、市の経済は危機に直面する。そこで、

市は1990年代以降、脱石油関連産業と複数の産

業展開の推進によって経済基盤の強化を図ると

ともに、2000年代に入ると歴史遺産とエンター

テインメントを観光資源とするツーリズム産業

の強化を目指している19。

　文化面では、1930年代にタルサはウェスタン

スウィング20 の中心地となった。ダウンタウン

のメインストリートに面したケインズ・ボール

ルーム（Cain’s Ballroom）は「ウェスタンスウィ

ングのカーネギーホール」とも呼ばれ、「ウェ

スタンスウィングの王
キング

」ことボブ・ウィルズと

彼が率いるテキサス・プレイヤーズ（Bob Wills 

& His Texas Players）が拠点を置いた聖地として

名高く、また多くのミュージシャンが公演し

て、全米各地から国道66号伝いに観客を引き

寄せた。また、1939年にはフィルブルック美術

館（Philbrook Museum of Art）がオープンする。

これは、石油で財を成したウェイト・フィリッ

プス（Waite Phillips）が、72室もの部屋があるイ

タリアン・ルネサンス調の邸宅とそれを囲む
23エーカーの敷地をタルサ域内の文化振興を目

的に寄贈したものである（Phillbrook Museum of 

Art Website）。広大な建物と庭園からは1930年

代のタルサ石油成金の繁栄ぶりをうかがい知る

ことができるほか、ルネサンス期絵画～バロッ

ク期絵画コレクションをはじめ、アメリカ先住

民美術やアジア・アフリカ美術、現代美術の作

品が収蔵されており、年間16万人がここを訪

れる。

　タルサが輩出した最大の著名人がウィル・ロ

ジャース（Will Rogers）である。厳密にはタル

サ郡に隣接するロジャース郡（地元の名士であ

った父クレメント・ヴァンを顕彰して名づけら

れた）に1879年に生まれ育ったウィル・ロジャ

ースは、1910年代から1935年に飛行機事故死す

るまでの間、コメディアン、俳優、コラムニス

トなど多芸な才人として、全米にその名を知ら

れたスターであった。空港の名称こそオクラホ

マの州都オクラホマシティに譲ったが、ウィル・

ロジャース高校、ウィル・ロジャース劇場、ウ

ィル・ロジャース大通り、ウィル・ロジャース

有
タ ー ン パ イ ク

料道路、ウィル・ロジャース・ロータリーク

ラブ、ウィル・ロジャース合同メソジスト教会

など彼の名を冠した施設や団体はタルサ郡内の

至るところで散見される21。また、ヒントンの

原作にも、カーティス兄弟の次兄ソーダポップ

が見せる人懐っこい笑顔が、ウィル・ロジャー
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スを連想させるというくだりがある。

　小説・映画の舞台となった1960年代半ば（1964

年とされる）のタルサは、前述のように石油関

連産業が発達し、好景気のもと大規模な都市開

発が進められた時代の只中にあった。ポニーボ

ーイやソーシズが通う高校のモデルは、原作者

ヒントンが卒業したウィル・ロジャース高校

（Will Rogers High School）である22。同校は、タ

ルサの人口が急増していた1939年に市の中心部

から東に4マイル（6.5㎞）に位置したところに、

当時流行したアールデコの装飾が施された校舎

とともに新設された23。高校を中心とする学区

の西側には1920年代に石油成金が競って豪邸を

建築した高級住宅街のメープルリッジ（Maple 

Ridge）地区があり（前述のフィルブルック美術

館もこの地域に位置する）、この地域出身の子

女がソーシズである。一方、学区の東側には
1950年代～70年代にかけて発展した労

ブルーカラー

働者家庭

が多く住む郊外型住宅地が存在した24。ヒント

ン一家は父が戸別訪問のセールスを、母が組立

工のパート働きをして生計を立てていたことか

ら、ヒントンは自身をグリーサーズの部類に属

するとみなしている（Lang 2012）。1人の多感な

十代の少女の目には、当時のタルサに厳存した

石油関連産業経営者家庭の子女とそれ以外の家

庭の子女の間にある貧富の差が映っていたこと

だろう。

III.　コンテンツツーリズムの
理論的枠組み

1.	 コンテンツツーリズムの特徴
　コンテンツツーリズムの特徴の1つは、熱心

なコンテンツファンによる観光行動が地域に経

済面での恩恵をもたらす点にある。NHKの大

河ドラマともなれば各地で活発な誘致活動が展

開されるが、ひとたびその舞台に選ばれたなら

ば、放送中とその前後には観光客の大幅な増加

とそれに伴う地域経済への波及効果が見込まれ

ることとなる（北村 2016）。ヒット作となった
2010年大河ドラマの『龍馬伝』を例にみると、

舞台となった高知県では同年の経済波及効果が
2008年度の県内総生産（2.2兆円）の2.4％に相

当する 535億円に達し、雇用の面でも新規求人

数が大幅に増加したといわれる（日本経済新聞 

2011）25。『ロード・オブ・ザ・リング』（The Lord 

of the Rings）シリーズ（2001-2003）の撮影ロケ

地となったニュージーランドでは、海外から

の訪問者が公開前の2000年度（165.2万人）に比

べ三部作公開後の2004年度には216.3万人へと、

わずか5年の間に31.0％増加した（Statistics New 

Zealand 2004 & 2005）26。この間、旅行消費額も
2000年度の136.7億NZドル（約1兆500億円）か

ら2004年度には172.4億NZドル（約1兆3000 億

円）へと26.1％拡大している（Ibid.）27。2004 年

度の訪問者の約6％（約13万人 ) がニュージー

ランドへ渡航した主な理由のひとつに同映画シ

リーズを選択し、さらに唯一の訪問理由に挙げ

るコアなファン層は全体のわずか1％に相当す

るだけだが、かれらだけで3280万NZドル（約
25憶円）の経済効果がもたらされた計算となる

（Pinchefsky 2012； Tourism New Zealand 2014）。

　コンテンツファンの観光行動が地域の活性

化に及ぼす影響は、必ずしも経済的な面に限

定されない。前述の NHK 大河ドラマや『ロー

ド・オブ・ザ・リング』のロケ地が地方自治体

の観光課や政府観光局の主導によって、いわば

トップダウン型に観光資源化されるのとは対照

的に、最近の日本のアニメ聖地巡礼ではファン

と地域住民が協力して自ら主体的に地域振興

に一役買おうとする、草の根レベルから発展し

ていく動きが現出している。その先駆けとな

ったのはよく知られるように、アニメ『らき☆

すた』（2007）とその舞台となった埼玉県久喜市

の鷲
わしのみや

宮神社28 である。例年9月第1日曜日に地元

祭輿会の主催で土
は じ

師祭が開催されるが、神社

に古くから伝わる千貫神輿に加えて、2008年以

降「らき☆すた神輿」が登場すると、全国から
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同作品のファンが担ぎ手として足を運ぶイベン

トへと変容していった（岡本［健］  2014；谷村 

2014；岡本［亮］  2015）29。ほかにも、石川県金

沢市湯
ゆ わ く

涌温泉を舞台にしたアニメ『花咲くいろ

は』（2011）のように、作品中に登場した架空の

「ぼんぼり祭り」が放映後実際に再現され、本

物の祭事として定着したものもある（岡本［健］ 

2014）30。

　類似の事例はアメリカのフィルムツーリズ

ムでも見ることができる。一例として、映画

『恋はデジャ・ブ』のロケ地となったイリノイ

州ウッドストックには、もともと「グラウンド

ホッグデー」31 を祝う習慣はなかった。しかし、
1992 年にグラウンドホッグデーを扱った同作

品のロケ地となったことをきっかけに、撮影後

同市でもその祝祭が再現されることとなる。例

年2月2日とその直近の週末にはウッドチャッ

クの「ウッドストック・ウィリー」（Woodstock 

Willie）による予想をはじめ、子どもたちが描

いたウィリーの絵画コンテスト、チリコンカー

ンの、音楽やダンスのステージショー、『恋は

デジャ・ブ』の特別上映会、撮影ロケ地のツア

ーなどさまざまなイベントが催され、多くの住

民が参加し、また同作品のファンが見物に訪れ

る地元の年中行事として定着している32。この

ように、コンテンツをきっかけとしてファンと

地域住民がその地に新たな観光資源としての文

化を創出する可能性を秘めていることが、コン

テンツツーリズムのもう1つの特徴といえよう。

2.	 コンテンツツーリズムによる物語性と地域
アイデンティティの醸成

2011年に結成された「コンテンツツーリズム

学会」（増淵敏之会長）のウェブサイトには、コ

ンテンツツーリズムについて次のように記され

ている。

コンテンツツーリズムとは、地域に「コンテ

ンツを通じて醸成された地域固有のイメー

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（コンテンツツーリズム学会）。

すなわち、コンテンツツーリズムにおける観光

資源とは、ファンを呼び込むためのコンテンツ

の舞台であることもさることながら、その場所

がつくり出す特別なテーマ性ないし物語性、も

しくは地域アイデンティティに他ならない。広

義のコンテンツツーリズムの観光地である東京

ディズニーリゾートでは、従
ス タ ッ フ

業員間で自身を

「キャスト」、観光客を「ゲスト」、パーク内を

「オンステージ」、パーク外を「バックステージ」

などと呼称することはよく知られているが、こ

こではキャストとゲストの両者がパークという

オンステージで共に「演じる」という相互協力

によって、現
リアリティ

実と虚
ファンタジー

構の境界をも曖昧にして

しまう「別空間世界」（能登路 1990, p. 32）を創

造するところに最大の観光資源たる魅力が横た

わっている。

岡本健（2014）は、コンテンツと観光地の関

係が単線的な、すなわちメディアで流れるコン

テンツが観光振興に活用されるだけの単なる直

線的な関係性のみでは捉えきれず、むしろコン

テンツ文化と地域文化がさまざまな関係性で混

交し、観光文化を形成することを指摘する（pp. 

173-176）。こうした三次元世界と二次元世界の

文化の融合を示す典型的な例が前述の『らき☆

すた』の舞台となった久喜市における土師祭で

ある。伝統的な千貫神輿と並んで「らき☆すた

神輿」が担がれている光景は、コンテンツによ

って物語性が付与された地域ならではの独特の

アイデンティティを物語っている（第34回土師

祭 / 千貫神輿 2016公式サイト）。

このように、いわゆる 「風の人」と呼ばれる

外部からの訪問者の観光行動が、「土の人」と

呼ばれる地域住民を巻き込んで観光地との間に

新たな関係性を創り出し、そこで醸成された物

語性ともいうべき地域のアイデンティティが地
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域活性化・観光資源化に一役買う現象こそ、コ

ンテンツツーリズムならではのユニークな文化

であるといえる。

3.	 観光地のメディア性
3.1	 マクルーハンのメディア論

　観光地はテレビや雑誌等さまざまな情報メデ

ィアによって紹介され、また消費される対
オブジェクト

象物

であるが、一方で観光地もそれ自体がメッセ

ージを発信するメディア性を備えている（須藤 

2014, pp. 232-234）。ここでは観光地のメディア

性について理解するために、マーシャル・マク

ルーハン（Marshall McLuhan）のメディア論に

注目したい。

　 マ ク ル ー ハ ン は、 著 書『 メ デ ィ ア 論 』

（Understanding Media, 1964）において、メディ

アを「われわれ（人間）の身体および神経の組

織を拡張したもの」（1964, p. 181 = 1987, p. 206）

として捉える。彼によれば、メディアとは、

すなわち人間が備えもつ能力を何らかの別の

形で拡張したものであり、人間が作り出した

「技
テクノロジー

術」の同義語に等しい。従って、新聞、映画、

ラジオ、テレビはもとより、自転車、自動車、

飛行機といった輸送機器や衣服、住宅などの生

活必需品、さらには兵器、貨幣といったものま

でがメディアとして理解される。すなわち、映

画、新聞、ラジオ、テレビは視神経・聴神経な

ど中枢神経系の電気的拡張であり、輸送機器は

人間の足の、兵器は手と腕の、衣服は皮膚の、

住居は体温調節メカニズムのそれぞれ拡張であ

り、また貨幣は富を交換したいという衝動の拡

張であるとみなすことができる。

　マクルーハンはまた、「メディアはメッセー

ジである」と論じる。彼は、メディアは単なる

「内容」の伝達媒介手段にあらず、「人間の結合

と行動の尺
スケール

度と形態を形成し、統制する」も

のに他ならないと主張する（1964, p. 9 = 1987, p. 

8）。これは取りも直さず、メディア自身がある

種のメッセージを既に含んでおり、その伝達内

容とは無関係に、新しい技術の登場によってま

ったく新たな思考や行動が生み出されるように

なり、人間の心理や社会に大きな影響を与える

ことを意味する（1964, pp. 8-10 = 1987, pp. 7-9）。

マクルーハンは、これを鉄道によって次のよう

に例示している。鉄道という新しい技術（メデ

ィウム33）が導入された際、鉄道が開通したの

がどこであるとか、鉄道の荷物（内容）が何で

あるかとは無関係に、それ以前の人間の機能―

―移動する、または運搬する――のスケールを

加速拡大した結果、まったく新たな種類の都市

や労働、余暇を生み出すなど、鉄道の登場以前

とは異なる、新しい社会を形成することとなっ

た（1964, p. 9 = 1987, p. 8）34。

　さらに、マクルーハンは、「メディアはマッ

サージである」とも主張する。彼によれば、メ

ディアはわれわれの個人的、政治的、経済的、

美的、心理的、道徳的、倫理的、社会的なあら

ゆる部分に深く浸透し、まるでマッサージ師の

ように、われわれの身体に訴えかけて、特定の

感覚を呼び覚ます。すると、人間は一定のバラ

ンスないしは感覚の比率を通じてその環境に順

応しようとするがゆえに、その時代の主要なメ

ディアが生み出す特有な感覚比率は、われわれ

の認識に影響を及ぼすこととなる（1967, p. 26 = 

2015, p. 28）。このように、マクルーハンはメデ

ィアには人間の身体のすみずみまで作用し、特

定の感覚を呼び覚まして、われわれを変えてし

まう「心理的マッサージ」機能が備わっている

ものと考えた。

　これらのマクルーハンのメディア論の観
パースペクティブ

点か

ら観光について考えるとき、観光地もまたメデ

ィアのひとつとみなすことができる。ジョン・

アーリ（John Urry, 1990）は、観光とは近代社会

における規則化され組織化された労働の対照的

なものとして、労働同様に近代社会の中で形成

され、規制された時間のうちに発生してきた余

暇活動であると考えたが、その際、目的地は観

光者のまなざしが向けられる対象として、人び
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とに空間的移動や滞在、日常とは異なる社会的

なパターン認識のあり方を伴わせる場所である

と述べた（pp. 216-217）。また須藤廣（2014）も、

観光とはわれわれの「日常経験との差異で生じ

る経験である」と定義し、観光地は限られた滞

在時間の中でせっかちに非日常を経験しようと

する観光客の欲求を察知し、それを満たすため

の装置であり、さらに「社会的リアリティを変

容する」というメッセージを備えたメディアで

あると主張する。その一例としてディズニーラ

ンドを挙げ、観光者の感覚や欲求、アイデンテ

ィティのみならず、社会全体の生活文化や歴史

の表現までをも変容させるほどの影響力をもつ

メッセージを放つメディアとして機能している

と述べた（pp. 222-223）。

3.2	 ホールのコミュニケーションモデル
　次に、メディアとしての観光地をステュア

ート・ホール（Stuart Hall, 1980）の「エンコー

ディング／デコーディングモデル」（Encoding/

Decoding Model）の観点から見てみたい。ホー

ルはこのコミュニケーションモデルにおいて、

送信者側である製作者がメディアにエンコード

した情報（記
コ ー ド

号）を受信者側がデコードする際

に、受信者による能動的な解釈が起こることを

指摘した（pp. 136-138）。すると、1つのメッセ

ージは必ずしも送信者の意図通りに解釈される

とは限らず、むしろ多様に読まれることでまっ

たく異なる意味を産み出す可能性を有すること

になる。このようにメディアとは、メッセージ

を送信する側の意図と、メッセージを受け取る

側のあくまで恣意的な解釈によって成り立つ不

確実なかつ不安定な関係であると理解すること

ができる。

　これは同時に、観光者は観光地というメディ

アが発する一方的なメッセージの受信者にとど

まらず、メッセージの意味を再生産する送信者

にもなりうることを意味する。岡本健（2014）は、

アニメ聖地巡礼について、「アニメに描かれた

風景を見たいという動機の聖地巡礼者が、身体

的移動を伴う行動を行うことで、予想していな

かった事象と出会っている」と指摘する。それ

は、すなわち聖地巡礼の現場で出会う他の巡礼

者や地域住民などとの交流である。そして、時

としてその交流は前述の鷲宮神社や湯涌温泉の

ように、コンテンツ文化と地域文化が融合する

ような状況を生み出すこともある。こうした事

態は、アニメの聖地（観光地）が発信している

メッセージが当初意図していなかったものであ

り、聖地巡礼者（観光者）たちもまた当初の欲

求とは異なる部分で深い満足を得ることになっ

た（pp. 174-175）。このように、観光地は不確実

性を伴ったメディアとして捉えられることが可

能で、それゆえに観光者間、あるいは観光者と

観光地、地域住民と観光地の間に新たな関係性

が構築されうるのである35。

IV.　考察――映画『アウトサイダー』と
ファン・地域住民主体による
観光資源化活動

2016年4月、映画『アウトサイダー』の主人

公ポニーボーイ・カーティスとその兄弟が住む

住宅として撮影に使用された家屋（通称「アウ

トサイダーズハウス」The Outsiders’ House）が、

ロサンゼルス在住のヒップホップミュージシ

ャン、ダニーボーイ・オコナー（Daniel “Danny 

Boy” O’Connor）に よ っ て 購 入 さ れ た と い う

ニュースが地元メディアによって報道された

（Graham April 2, 2016）。これを改修し、博物館

として保存しようというオコナーの計画は、同

作品のファンと地域住民の双方から熱い視線を

集めた。その後、アウトサイダーズハウスの保

存活動に関するさまざまな報道を通じて、ヒッ

プホップスターのオコナーに脚光が当たるその

陰で、この活動の初期から深く関与していた 1

人のタルサ在住の男性の存在が浮き上がってき

た。その男性は、映画『アウトサイダー』のフ
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ァンにして地元タルサで飲食店を経営する、ザ

カリー・マシューズ（Zachary Matthews）である。

以下、マシューズの視点から映画『アウトサイ

ダー』を活用した地域活性化と観光資源化の取

り組みを追っていく。

1.	 ロケ地マップの制作
　映画やアニメに登場する施設や建物のモデル

となった場所を探し出して特定し、写真に撮っ

て地
マ ッ プ

図を制作するという行為は、コンテンツツ

ーリズムの発展過程においてしばしば初期の段

階で発生する事象である。多くの場合、舞台の

地を訪れたコンテンツのファンによって映画や

漫画、アニメのシーンに登場する場所が表示さ

れたいわゆる「ロケ地マップ」が作成され、近

年ではそれがインターネット上で公開・共有さ

れる36。

　映画『アウトサイダー』のロケ地マップは、

マシューズによって作られたものが広く知られ

ている。彼はグーグルマップ（Google Map）を

使用して、通称「グリーンカウンティ」（Green 

County）と呼ばれるオクラホマ北東部地域37 に

点在するロケ地マップを作成し、2014年にイン

ターネット上に公開した。同サイトでは、左側

にロケ地39ヵ所のリストが表示され、右側の

地図上には星（☆）マークでロケ地が表示され

ている。左右は相互に連動しており、左側のロ

ケ地のどれか1つをクリックすると、右側の地

図で該当する場所がハイライトされる仕組みに

なっている。逆に、右側の地図のロケ地である

星マークの 1 つをクリックすると、左側にその

場所が舞台となったシーンの詳細が画像ととも

に表示される。リストのなかには、映画シーン

のロケ地のみならず、撮影期間中にコッポラ監

督が滞在した住宅なども含まれている。マシュ

ーズがロケ地マップを作成したきっかけは、地

元に住む1ファンとして情報を共有して広く知

ってもらいたいというだけでなく、実際に多く

のファンに同地を訪れてもらう上で助けになる

と考えてのことだった38。

　この時点では、一部のファンが主体となって

コンテンツツーリズムの観光資源の情報共有活

動が行われているに過ぎない。しかし、ファン

が作成したロケ地マップが呼び水となって目的

地を訪問するファンの数が増えると、コンテン

ツが地域活性化の原動力ならびに地域観光の資

源になりうることに当該地域も徐々に気づくよ

うになる39。こうして地域がコンテンツを活用

した広報活動に関与するところとなる頃には、

観光資源化の活動内容もロケーション地図から

次の次
ディメンション

元――三次元化――へと進むことにな

る。

2.	 アウトサイダーズハウスの購入活動――「聖
所」の回復

　全市（全郡）を挙げてフィルムツーリズム

を推進している好例が、『ショーシャンクの空

に』（The Shawshank Redemption, 1994）の舞台と

なったオハイオ州マンスフィールド（Mansfield, 

OH）である。マンスフィールド・リッチラン

ド郡コンベンション観光局（Mansfield/Richland 

County Convention and Visitors Bureau）は、2008

年に同作品の14ヵ所のロケ地を紹介したガイ

ド地図が掲載された小
ブローシャー

冊子を発行し40、同時に

これらのサイトを結んだ「ショーシャンク・ト

レイル」（The Shawshank Trail）なる観光ルート

を設定した。観光客に一目でそれとわかる公式

ロゴデザインを制作し、マンスフィールド市

内に点在するロケ地の前に“MOVIE SITE”の文

字とともに同ロゴデザインの標識を設置する

と、当該建物にも大きなサイズのロゴデザイン

のステッカーが貼付された。こうして同局で

は、観光客のみならず地域住民にもコンテンツ

ツーリズムの観光資源を可視化し、地域住民間

の「ショーシャンク・トレイル」の認知度を高

めることに成功している41。また、『マディソン

郡の橋』の舞台であるアイオワ州ウィンターセ

ットでも、映画にも登場した道路の1つを主人
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公にちなんで「フランチェスカ通り」（Francesca 

Avenue）と改名して道路標示板を差し替えたり、

夏期の間にはフランチェスカの農
ファーム

場家
ハ ウ ス

屋が一般

公開されたりするなどして、屋根付橋梁同様に

観光資源として活用している42。

　映画『アウトサイダー』の場合は、上記2例

とは多少事情が異なる。というのも、ファン

にして地域住民であるザカリー・マシューズ

みずから観光資源の三次元化を進めることと

なったからだ。マシューズは、友人であるダ

ニー・リッチ（Donnie Rich）とともに月に2度

は、ダウンタウンに程近いクラッチフィールド

（Crutchfield）地区に位置する、主人公ポニーボ

ーイ・カーティス兄弟宅に使用された家屋を近

くまで訪れては、手入れもされず状態が悪化し

ていくのを何年も目にしていた。しかし、彼ら

は自分たちの「聖
サンクチュアリ

所」が朽ちていくのをみすみ

すと見過ごすことはしなかった。所有者に会っ

て物件の売却に興味がないかどうかを確かめる

ために、勇敢にもその家屋のドアをノックした

のだった。ところが、2人はその物件の住人が

貸借人に過ぎず、別に所有者がいることを知る。

そして、持ち主を突き止めると、今度は物件の

購入を希望している意外な競合相手の存在を知

らされることになる。その相手とは、貧困のた

め劣悪な住環境に暮らす家族に住宅を供給する

活動を展開する国際NGO「ハビタット・フォー・

ヒューマニティ」（Habitat for Humanity）だった。

驚くことに、ハビタット・フォー・ヒューマニ

ティはそこを更地にし、新たに住宅を建築する

予定だという。それを聞いたマシューズは、知

己のヒップホップミュージシャン、ダニエル・

オコナーにすぐさま連絡する。オコナーもまた

筋金入りの映画『アウトサイダー』のファンだ

ったが、彼の場合それだけでなく同時に同作品

の熱烈な記
メモラビリア

念品のコレクターでもあった。マシ

ューズとは、共通の友人を介して知り合い、意

気投合していた。オコナーは直ちにその物件を

共同購入することに同意する。「地域のランド

マークとして記念すべき建物を、改修して（博

物館として）保存したい」という彼らの熱意が

伝わり、幸いにしてハビタット・フォー・ヒュ

ーマニティが物件から手を引いてくれること

になった。こうして、2016年3月までにオコナ

ーらは無事に1920年代に建てられたアメリカ

ン・クラフツマン調
スタイル

の物件を買い取ることがで

きたのだった（Jayne 2016; Graham April 2, 2016, 

August 6, 2016）43。

3.	「輝き続ける」ために――ファンと地域主体
による地域活性化・観光資源化活動

　映画『アウトサイダー』の舞台となった家屋

をヒップホップスターが購入したというニュー

スは地元メディアに取り上げられ、地域住民に

広く知られることとなった。マシューズもまた、

この件に関わったタ
タ ル サ ニ ア ン

ルサ市民として連日地元メ

ディアの取材を受けることとなる。彼は、作品

の一ファンがそこまでしてカーティス兄弟宅の

保存にこだわった理由を次のように語る。「タ

ルサはこれまでたくさんの素晴らしいものを失

ってしまった。それなのに、80年代きっての名

作映画の舞台となった家屋がまだ街角に残って

いるなんて。まさに幸
フロック

運だよ。」（Jayne 2016）。

　マシューズにとって、タルサの町と映画『ア

ウトサイダー』は彼ならではの特別な意味をも

つ。2017年現在、53歳の彼は、生粋のタルサ市

民ではない。父親の転勤に伴ってニューヨーク

州オルバニー（Albany, NY）からタルサに移住

したのは1978年、彼が14歳の時だった。マシ

ューズと彼の一家は、当地きっての社交場であ

るサザンヒルズ・カントリークラブ（Southern 

Hills Country Club）44 に父親が総支配人として雇

われたのをきっかけに移り住んだ。こうして、

ザカリー・マシューズもまたカントリークラブ

で働く父親の姿を通して、タルサの階級社会を

垣間見ることになる。彼は 1970 年代に住宅地

の開発が始まった中流階級の多く居住するタル

サ南部の郊外に住んでいた45 が、自身をグリー
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サーであるとみなしている。1982年、地元が舞

台となる映画の撮影時期にその地にめぐり合わ

せるという幸運に浴したマシューズは、以来同

作品の熱烈なファンとなった46。高校卒業後も

タルサに残り、音楽関係の職に従事した後に、

飲食店を複数経営して今日に至る。マシューズ

は、このカーティス兄弟宅（アウトサイダーズ

ハウス）の購入を、自分をここまで成長させ支

えとなったタルサと作品に恩返しをする絶好の

機会だと考えている（Graham January 1, 2017）。

彼は、「聖地を取り戻すのに何年もかかったよ。

ここを映画の場面の通りに詳細に再現して、ま

た撮影に使用されていない部屋は展示室にし

て、博物館として一般公開するつもりだ。（同

じく博物館として保存されているエルビス・プ

レスリー（Elvis Presley）邸が彼のファンにとっ

て聖
グレイスランド

地となっているように、ここを『アウトサ

イダー』ファンにとっての聖所として、地元の

住民だけでなく、たくさんの人々が遠くからわ

ざわざ休
バケーション

暇で訪れる場所にしたい」と述べ、地

域の活性化につながる観光資源として役立てた

いという希望と計画を持っている47。

　実際、家屋の購入を機にマシューズらの活動

が地元メディアによって記事として取り上げら

れるようになると、アウトサイダーハウスは地

域活性化・地域観光化の資源として機能し、小

説『アウトサイダーズ』・映画『アウトサイダ

ー』もまた再び脚光を浴びるようになった。地

元の新聞紙『タルサワールド』（Tulsa World）は、
2016年8月6日付の記事で、マシューズらの取

り組みを紹介した。同じ紙面上には、カーティ

ス兄弟宅の改
リノベーション

修工事に75,000ドル（約765万円、
2016年8月時点の為替レートによる）が見込ま

れることと、その資金を募るためにその週末に

主演ポニーボーイ役のC・トーマス・ハウエル

も登場して資
ファンドレイジング

金調達の関連イベントがおこなわ

れる旨の案内が掲載された（Graham August 6, 

2016）48。一方、地元の無
フ リ ー

料情
ペ ー パ ー

報誌『タルサボ

イス』（Tulsa Voice）でも、2016年8月上旬号でジ

ョニーが残した名セリフ“Stay gold”をタイトル

文
コ ピ ー

句とした特集記事を組んだ。原作者のヒント

ンはじめ、ハウエル、マッチオら出演者による

当時の撮影の様子を振り返った座談会の記事

が掲載されたほか、マシューズの作成したロ

ケ地マップが誌面向けに加工されて紹介され

た（Gilliam 2016）。同誌のインターネット版で

も上記の資金調達に関連したイベントが案内さ

れ、アウトサイダーズハウスの改修・保存は地

域における歴史的な出来事であり、タルサが「輝

き続ける」（“Stay gold”）ための取り組みである

ことが強調された。

　この週末の資金調達イベントには数百人が集

まり、盛況となった。これらの人々はそれぞれ

に自分たちの地元で撮影された映画『アウトサ

イダー』との個人的なつながりをもっており、

それがイベントに参加する動機となった。ある

者は撮影クルーの仕事ぶりを思い出し、ある者

はシーン撮影の現場に立ち会った興奮を熱っぽ

く吹聴し、ある者は子役として同作品に出演し

たことを告白し、またある者は若い出演者たち

が撮影の合間に楽しんだフラッグ・アメフト49

の指
コーチング

導をしたことを誇らしげに語り、こうした

やり取りが会場の至るところで繰り広げられて
1つの連帯感を生み出していた。また、会場に

は地元タルサとは無関係の、作品を愛してやま

ないファンも遠路はるばる大勢駆けつけた。そ

のうちの1人でテキサス州からやってきた若い

女性はハウエルとの記念撮影に感極まって涙ぐ

み、その姿は地元新聞の記事写真に取り上げら

れた。肝心の資金調達はといえば、ラッフルや

オークションの成果が数千ドル（数十万円）程

度にとどまり成功には程遠かったものの、映画

がタルサにもたらした「地
ロ ー カ ル タ イ ズ

域のつながり」を可

視化したイベントとなったのである（Harkins 

2016）50。

4.	 聖所の再建――物語性の醸成に向けて
　巡礼には聖地とそれにふさわしいシンボルと
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しての聖所が不可欠である。廃墟に等しかった

カーティス兄弟宅が再建されていく過程の物語

は、バビロン捕囚後のエルサレム神殿（第二神

殿）の再建を連想させる。「宗教的な」視点から

ザカリー・マシューズが作成した映画『アウト

サイダー』のロケ地マップを見直す時、それは

さながら「神
テンプル

殿」としてのアウトサイダーズハ

ウスを中心に据えた聖地タルサの巡礼地図に変

貌する。

　資金調達のイベントに先立ち、前日の2016

年8月5日には、アウトサイダーズハウスが立

地する2つの道路の名称が一区画ずつのみ「ア

ウトサイダーズ通り」（The Outsiders Way）と「カ

ーティス兄弟小
レ ー ン

路」（Curtis Brothers Lane）へと

改名されることとなり、原作者のS・E・ヒン

トン、主演のC・トーマス・ハウエルと一緒に

マシューズらが立ち会って交差点の道路標示板

の除幕式が行われた51。これは、アウトサイダ

ーズハウスの保存に関わったもう1人のタルサ

市民であるダニー・リッチが、その近隣を一軒

一軒戸別に訪問して住民に署名を依頼して集め

た成果であった。そこには、リッチやマシュー

ズらの活動によって、アウトサイダーズハウス

の存在が少しずつ近隣の住民の間に地域の遺産

として認識されるようになり、住民たちもまた

それを概ね好意的に受け止めていることが見て

取れる。

　カーティス兄弟宅の保存に関する一連の取り

組みは、当初わずか3人のファンによって草の

根レベルで始まったが、コンテンツファンと地

域住民、さらには原作者と出演者たちの理解と

支援を得て、徐々に広がりを見せていった。ア

ウトサイダーズハウスの改修工事にはオコナー

やマシューズ、リッチのみならず、地域住民も

ボランティアで参加している。マシューズは、

「望んでいるのは、この近
ネ イ バ ー フ ッ ド

隣の人々に誇りとい

う感覚を与えることだ。たくさんの人がここに

立ち寄って、我々がやっていることに興味を持

ってくれるといい」と述べ、同ロケ地保存の関

心がファンのみならず一般市民の間にも認知さ

れることを願っている（Graham April 2, 2016）。

　2017年中に予定している「アウトサイダーズ

ハウス博物館」（The Outsiders House Museum）の

公開に向けて、コンテンツファンの関与も見逃

せない。映画のセットづくりに携わったという
1人の男性は、1982年当時に記念にもらった“The 

Outsiders”のロゴが入ったジャケットを博物館

の展示物として贈呈した。マシューズらの元に

は、全米各地からこのような記念グッズが寄せ

られている。また、上記の改修工事や清掃ボラ

ンティアには、インターネット上の映画『アウ

トサイダー』の同人サイトでボランティアの必

要性を聞きつけたファンが遠方からやってくる

こともある。そのうちの1人でマサチューセッ

ツ州ウースター（Worcester, MA）からやってき

た女性は、「これは（映画が公開されて）33年目

にしてようやく実現した私の巡
ピルグリミッジ

礼なのです」と

述べた（Graham August 6, 2016）。

　筆者は、ザカリー・マシューズ、ダニー・リ

ッチ、ダニーボーイ・オコナーによるアウトサ

イダーハウス改修活動がタルサにもたらした地

域活性化の物語を次のように読むことができ

る。――30余年の空白を経て、荒れ廃れていた

神殿が3人の熱心な使徒の働きによって、よう

やく信徒たちの手元に回復された。これを機に、

タルサでは“Stay gold”（輝き続けろ）の神
オラクル

託が地

元メディアを通じて喚起され、住民たちは改め

てそこが偉大なヤングアダルト小説の創
クリエイター

造主S・
E・ヒントンによって経

スートラ

典がもたらされた特別

な聖地であることを思い出した。この地はかつ

て、伝説的な大
ハイプリースト

祭司フランシス・フォード・コ

ッポラによって導かれたブラット・パックの

神々が若かりし時分、街角の此
こ こ

処其
そ こ

処に足跡を

残した神話の舞台である。神殿が改修され映画

のセットそのままに内装・調度品が再現された

折には、神々が一堂に集ってはじゃれ合い、喧

噪が繰り広げられたシーンの雰囲気がよみがえ

ることだろう――。
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おわりに

　先に成功例として挙げた『恋はデジャ・ブ』

のイリノイ州ウッドストックや『ショーシャン

クの空に』のオハイオ州マンスフィールドで

は、いずれも都市自体が人口5万人未満と小規

模で、かつその他の観光資源が豊富ではない。

そのため、これらの市や郡では映画のテーマ性

と物語性をみずから積極的にまとい、地域観

光局もそれぞれのコンテンツを活用したツー

リズムを全面的に推進している。これに対し、

クリスマスの定番映画としてアメリカで人気

の高い A Christmas Story（1983）52 の舞台である

オハイオ州クリーブランド（Cleveland, OH）の

事情は大きく異なる。クリーブランドでは200

万人の商圏人口をもつ都
メトロポリタン

市圏の1つを構成して

おり、ロックンロールの殿堂やクリーブラン

ド・オーケストラといった文化・芸術の施設・

団体、三大プロスポーツ、エリー湖に代表さ

れる自然といった十分な観光資源を有してい

る。このため、A Christmas Storyの主人公ラルフ

ィー・パーカー家住宅は博物館として保存さ

れているものの、クリーブランド市の公式観

光ウェブサイト“Destination Cleveland”において

は、数ある市内観光名所の1つという扱いに過

ぎない。ましてアウトサイダーズハウス博物館

はといえば、一般公開前ということもあってタ

ルサ地
リージョナル

域商
チ ェ ン バ ー

工会議所が運営する観光ウェブサイ

ト“VisitTulsa.com”に掲載すらされておらず、現

時点ではごく限られたコンテンツファンのみぞ

知る観光目的地にとどまっている。また、『ア

ウトサイダー』が労
ブ ル ー カ ラ ー

働者階級の不良集団を扱っ

た物語であることから、過去の「世界の石油首

都」としての輝かしい歴史的遺産を誇るタルサ

の地域住民の中には、こうしたイメージが地域

に付着することに賛成しかねる者も少なからず

存在することだろう。従って、今後、映画『ア

ウトサイダー』がタルサにおける観光資源とし

て価値を高め、アウトサイダーハウスが同作品

の聖所として「輝き続ける」ことができるかど

うかは、地域がどれだけコンテンツを受容し、

コンテンツの文化と地域の文化が混交してテー

マ性・物語性を共有することができるかによっ

て見定められるだろう。

註

1　本稿では、基本的に「観光」と「ツーリズム」を
同義語として扱っている。ただし、カタカナで
修飾される場合には、「ツーリズム」を（例：「コ
ンテンツツーリズム」「マスツーリズム」）を、単
独で使用する場合および前後に漢字の名詞が来
る場合には「観光」（例：「観光資源」「観光行動」）
を使用した。

2　ただし試合を行うことは認められていない。
3　アメリカ・メジャーリーグ（MBL）の元選手。

1919 年のワールドシリーズに絡む八百長事件「ブ
ラックソックス事件」で球界を追放された。映
画『フィールド・オブ・ドリームス』はウィリアム・
パトリック・キンセラ（William Patrick Kinsella）
の小説『シューレス・ジョー』（Shoeless Joe, 1982）
を原作に脚色された。

4　1960年代以降、欧米先進諸国では大量消費社
会の到来によって観光が大衆化し、大量の物見
遊山的な観光者を生みだすマスツーリズムが発
達した（安村 2001）。マスツーリズムは、観光地
に経済格差や文化変容、騒音・犯罪・売春等の
治安悪化、環境汚染・破壊などさまざまな弊害
をもたらし、現地文化との間に深刻な対立関係
を生み出すこととなった。この批判を受けて、
1990年代以降、受け入れ側であるホストと訪問
する側であるゲストの両者間における相対的平
等と相互理解という基本的前提に基づいて、目
的地にかける負荷を極力抑えるとともに持続可
能な共生関係を構築しようとするオルタナティ
ブツーリズムが注目を集めることとなった。ま
た、ニューツーリズムは、1993年にオーリアナ・
プーン（Auliana Poon）によって命名されたオル
タナティブツーリズムを指す名称である（Poon 
1993; 冨本 2016）。日本の観光庁では、「これまで
観光資源としては気付かれていなかったような
地域固有の資源を新たに活用し、体験型・交流
型の要素を取り入れた旅行の形態」をニューツ
ーリズムと定義し、地域の特性を生かした観光
振興を図っている。

5　1983年に出版された集英社・中田耕治翻訳版の
書名は、映画公開との絡みもあって映画タイト



30

『アメリカ映画文化』 The American Film Culture Journal - Vol. 1, No. 1

ルと同じく『アウトサイダー』と単数形となって
いるが、1983年出版の大和書房・清水真砂子翻訳
版および2000年出版の唐沢則幸翻訳版は『アウ
トサイダーズ』と原題に忠実に複数形を使用し
ている。

6　従来は12～18歳を対象とした用語であったが、
1990年代半ばからMTVの主要視聴者層に重なる
15～25歳とその2～3歳前後を指すことが一般的
になっている（Cart 2001）。

7　その一方で、同書はギャング暴力、未成年の
喫煙と飲酒、過激な言葉づかい、スラングの使
用、家庭の機能不全の露見などを理由にこれま
でいくつかの州や教育委員会、学校から禁書処
分を受けており、アメリカ図書館協会 (American 
Library Association, ALA) が 発 表 し た “100 Most 
Frequently Challenged Books (1990-1999)” で は 38
位に位置づけられている（Baldassarro）。他方、
生徒間における同書の評価は高く、過去にはオ
ーストラリア児童図書評議会（Children's Book 
Council of Australia, CBCA）のクィーンズランド
州支部が主催するBILBY（Books I Love Best Yearly）
賞におけるOlder Readers（中学生相当）部門を受
賞したことがある（1991年度）。

8　製作費1000万ドル（推定）に対し、アメリカ国
内の興行収入は2560万ドル（公開週末の興行収入
は506.8万ドル）であった（Internet Movie Database
より）。

9　公開当時、批評家たちの同作品に対する意見は、
「押しなべて感銘を与えるものではなく、むしろ
軽蔑に値する」と批判的であったという（Dargis 
2005）。

10　ラット・パックのメンバーには、シナトラほか、
ディーン・マーティン（Dean Martin）、ピーター・
ローフォード（Peter Lawford）、サミー・デイビス・
ジュニア（Sammy Davis Jr.）、ジョーイ・ビショ
ップ（Joey Bishop）が含まれる。

11　一般には1985年公開の『ブレックファスト・ク
ラブ』と『セント・エルモス・ファイアー』に出
演した以下の7名ないしはデミー・ムーア（Demi 
Moore, b. 1962）を加えた8名がコアメンバーとさ
れる（Lurie 2002; Wikipedia “Brat Pack”）。両作品
に出演したのは、エミリオ・エステベス（Emilio 
Estevez, b. 1962）、ジャド・ネルソン（Judd Nelson, 
b. 1959）、アリー・シーディ（Ally Sheedy, b. 1962）
の 3 名、『ブレックファスト・クラブ』に出演し
たのは、アンソニー・マイケル・ホール（Anthony 
Michael Hall, b. 1968）とモリー・リングウォルド

（Molly Ringwald, b. 1968）の 2 名、『セント・エル
モス・ファイアー』に出演したのはアンドリュー・
マッカーシー（Andrew McCarthy, b. 1962）、ロブ・
ロウ（Rob Lowe, b. 1964）、それにデミー・ムーア
の3名である。なかでも有名俳優であるマーティ
ン＆ジャネット・シーンを両親にもつエステベ

スは、年少の頃から同じく二世俳優であるショ
ーン・ペン（Sean Penn, b. 1960）やロウらとの交
際があり、ブラット・パックの中心的かつ代表
的人物とされる。

12　スウェイジ（ダリー役）は『ダーティ・ダンシ
ング』（Dirty Dancing, 1987）や『ゴースト / ニュ
ーヨークの幻』（Ghost, 1990）など、マッチオ（ジ
ョニー役）は『ベスト・キッド』（The Karate Kid, 
1984）など、エステベス（トゥービット役）は『ヤ
ングガン』（Young Guns, 1988）や『飛べないアヒル』

（The Mighty Ducks, 1992）など、クルーズ（スティ
ーブ役）は『トップガン』（Top Gun, 1986）や『ミ
ッション : インポッシブル』（Mission: Impossible, 
1996）など、ディロン（ダラス役）は『ドラッグ
ストア・カウボーイ』（Drugstore Cowboy, 1989）や『シ
ティ・オブ・ゴースト』（City of Ghosts, 2002）な
ど、ロウ（ソーダポップ役）は『栄光のエンブレ
ム』（Youngblood, 1986）や『きのうの夜は …』（About 
Last Night..., 1986）など、レイン（チェリー役）は『愛
は危険な香り』（Lady Beware, 1987）や『運命の女』

（Unfaithful, 2002）など、ハウエル（ポニーボーイ役）
は『ミスター・ソウルマン』（Soul Man, 1986）や『侵
入者 /PAYBACK』（Payback, 1995）などでそれぞれ
主役を務めている。

13　略称は「グリース」。日本語の字幕でも「グリ
ース」が使用されている。

14　Socialsの略称。日本語の字幕では「ソッシュ」
の名称が使用されている。Socsは表記からは /
sɑks/ と発音されるが、著者ヒントンによれば
正しくは /soʊʃɪz/ と発音されるとのこと（The 
Outsiders Wikiより）。

15　撮影に使用された「アドミラル・ツイン・ドラ
イブイン」（Admiral Twin Drive-In）は2010年に火
災で焼失するが、SNS を通じて募金活動がおこ
なわれ、2012年に再オープンした。

16　原作では、ポニーボーイとジョニーは自分た
ちのタバコの不始末から火事を起こしたことに
責任を感じ、建物の中に飛び込んだとされる。

17　タルサ市の人口推移は、1900年1,390人、1910
年 18,182 人、1920 年 72,075 人、1930 年 141,258
人、1940年142,157人、1950年182,740人、1960年
261,685 人、1970 年 331,638 人、1980 年 360,919
人、1990年367,302人、2000年393,049人、2010年
391,906人、2015年（推計）403,505人。

18　ニューヨークのワールドトレードセンターを
設計したミノル・ヤマサキによる設計。1976年完
工。52階建て全長667フィート（203 m）は、2011
年にオクラホマシティのデボンタワー（Devon 
Tower, 50階建て全長850フィート/259 m）に抜か
れるまでオクラホマ州で最も高い建築物であっ
た。エネルギー・インフラ会社であるウィリア
ム ズ・ カ ン パ ニ ー ズ（The Williams Companies, 
Inc.）の本社所在地でもある。建物の現名称は
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BOK タワー（BOK Tower）。
19　タルサでは、ポップカルチャーの見本市（Tulsa 

Pop Culture Expo）を2014年以来継続して実施し、
オクラホマのみならず周辺の州からも観光客が
やってくる人気イベントとなっている。2014年
11月にはラルフ・マッチオがゲスト参加し、ヒ
ントンと対談したり、いくつかのロケ地を巡っ
た。

20　スウィングにバンジョーやフィデルなどの楽
器を使用したウェスタンカントリーが融合した
音楽で、主にダンスホールで大勢のダンスを楽
しむ観客向けに演奏された。テキサス、オクラ
ホマ、カリフォルニアなどアメリカ南西部を中
心に、1930年代から40年代にかけて流行した。
代表的なアーティストに、ボブ・ウィルズ（Bob 
Wills）、ミルトン・ブラウン（Milton Brown）など。

21　ウィル・ロジャースを顕彰した施設等はオク
ラホマ州のみならず、カリフォルニア州、テキ
サス州、オハイオ州など全米に存在する。また、
ある集合の中の1つの数を別の集合に移した結
果、両方の平均が高くなる現象を「ウィル・ロ
ジャース現象」と呼ぶ。

22　ウィル・ロジャース高校の著名な卒業生に、
歌手にして反同性愛活動家で有名なアニタ・ブ
ライアント（Anita Bryant）がいる。

23　2007年、同校の校舎はアメリカ合衆国国家
歴 史 登 録 財 に 登 録 さ れ た（“National Register of 
Historic Places Program: Back To School: Will Rogers 
High School”）。

24　この地域には、映画にも登場したドライブイ
ンシアター（Admiral Twin Drive-In movie theatre）
がある。周辺のマッキンリー（McKinley）地区は
こんにち、メキシコ系とベトナム系が集住する
地域となっている。

25　日本銀行高知支店の試算による。
26　ニュージーランドへの海外からの訪問者には

休暇（観光）・友人家族訪問目的以外に商用、会議、
留学などの諸目的を含む。2000年度からの5年
間の推移は、2000年度165.2万人、2001年度184.8
万人（2000年度比11.9％増）、2002年度195.5万人

（同18.3％増）、2003 年度206.2万人（同24.9％増）、
2004年度216.3万人（同31.0％増）。また、直近の
2016年度は325.5万人だった。なお、ニュージー
ランドの統計年度は前年4月～当年3月期。

27　1NZドル=77円として算出（2017年4月時点の
為替レートに基づく）。

28　同作品では「鷹宮（たかのみや）神社」として
登場する。

29　2016年度の土師祭公式ウェブサイトでは、ら
き☆すた神輿を前景、千貫神輿を後景にしたト
ップ画像が掲載されているほか、「伝統と萌えの
融合　らき☆すた神輿」をメインに、「武蔵国鷲
宮　終夏の祭典」をサブとした宣伝コピーが並

ぶ。また、女性の声優たちやアイドル、アニメ
ソングのステージをはじめ、コスプレの撮影会、
着ぐるみによるパレードなどが催され、もはや
伝統的な地域の祭りというよりもむしろアニメ
の祭典的としての要素が濃いものとなっている。

30　「湯涌ぼんぼり祭り」として2011年に第1回が
催された。例年10月第2日曜日に開催され、ぼん
ぼり提灯が会場ステージ背景に設置され、和太
鼓やフルート、アカペラなどのステージ演奏後、

「神迎え・神送り」の神事が行われる。2016年に
は第6回を数え、約1万5000人を集客した（ウェ
ブサイトより）。なお同作品では、「湯乃鷺（ゆの
さぎ）温泉」として登場する。

31　北米大陸に生息するジリスの一種ウッドチャ
ックを用いた春の訪れを予想する占い行事。18
～19世紀にかけてペンシルヴェニア州中部およ
び南東部に居住していたペンシルヴェニアダッ
チ（ペンシルヴェニアドイツ系）移民の間で始ま
り、その後北米各地に広まっていった。毎年2月
2日に催され、冬眠から目覚めたウッドチャック
が巣穴から出て、自分の影に驚き再び巣穴に戻
ると冬が続き、そのまま外に出ると春が近いと
される。アメリカ・ペンシルヴェニア州パンク
サトーニー（Punxsutawney, PA）で開催されるグ
ラウンドホッグデーは、人口6,000人の町に過去
最大で4万人を集客するなど最大規模を誇る。

32　2017年には撮影から25周年を祝して盛大に催
された。また、ウッドストック市のグラウンド
ホッグデー専用ウェブサイトには、過去に最も
遠方はオーストラリアからの観光客があったこ
とが記されている。

33　メディアの単数形。
34　その後登場した新しい技術（メディア）である

飛行機は、輸送の度合いを加速することで、そ
れ自体の使用目的とは無関係に、鉄道型の都市
や結合を解体するようになった（McLuhan 1964, 
p. 9 = 1987, p. 8）。

35　須藤（2014）は、送信者としての観光地のあり
かたそのものが伝えようとするメッセージが本
来の意図したものを超えて別の意味を伝えるよ
うになっている点を指摘し、観光地がメタメッ
セージの発信メディアであると論じた（p. 223）。

36　ただし、2000年代後半からのアニメ聖地巡礼ブ
ームの火付け役となったアニメ『らき☆すた』の
場合、雑誌『月刊ニュータイプ』の2007年8月号
の付録「『らき☆すた』的遠足のしおり」が同ア
ニメに登場するいくつかの舞台（聖地）を紹介し
たのがきっかけだとされる。

37　タルサ郡を含むオクラホマ州北東部の総称。
38　ザカリー・マシューズ本人へのEメールでの質

問と本人からの回答より（2017年10月20日）。
39　アニメ『らき☆すた』の舞台となった久喜市で

は、同人サークル「みゆる～む伊月SIDE」によっ
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て地元商工会が企画・主催するスタンプラリー
のイベントとコラボレーションしたガイド地図
が過去4回にわたって発行された（台湾人観光客
向けに繫体字版も発行されたことがある）。現地
で入手できるだけでなく、同サークルのウェブ
サイトからも自由にダウンロードできるように
なっており、鷲宮神社を探訪するファンにとっ
て必携のアイテムとなっている。

40　2017年 時 点 で8版 を 数 え る（The Shawshank 
Trail）。

41　同コンベンション観光局では、自身のブラン
ディングも進めており、現在では「デスティネ
ーション・マンスフィールド・リッチランド郡」

（Destination Mansfield-Richland County）へと改称
し、観光目的地化を推進している。最近、商工
会議所や地方観光局では、従来の「○○（地名）
商工会議所」や「○○観光局」といったお役所的
な名称に替えて、観光ブランディング戦略の一
環として「デスティネーション・○○」という名
称を使用する傾向にある。

42　ただし、フランチェスカの農場家屋は、2003年
に放火の被害に遭ってからは一般人の立ち入り
が禁じられている。

43　購入金額は15,000ドル（約168万円、2016年3月
時点の為替レートによる）。家屋は石油産業によ
ってタルサが発展し始めた頃に登場した初期の
郊外型住宅地に建つ、1920年代当時流行したアメ
リカン・クラフツマン調建築物として、同市の
歴史を物語る文化財としても価値がある。

44　フィルブルック美術館と同じくウェイト・フ
ィリップスの寄付によって1936年に設立された。

45　マシューズは、映画の舞台となったウィル・
ロジャース高校の隣の学区のメモリアル高校

（Memorial High School）に通った（Graham August 
6, 2016）。

46　マシューズによれば、グリーサーズとソーシ
ズの乱闘シーンで、マシューズが通った高校の
野球チームから、ソーシズ側のメンバーとして
エキストラに多くの部員が駆り出されたという

（Graham August 6, 2016）。
47　ザカリー・マシューズ本人へのEメールでの質

問と本人からの回答より（2017年10月20日）。
48　2016年8月6日（土）には、ダウンタウンにあ

るイベント会場IDL Ballroomにて、改修工事のた
めの資金集めパーティーが催された。主演ポニ
ーボーイ役のC・トーマス・ハウエルとソーシ
ズの副リーダー・ランディ役のダレン・ダルト
ン（Darren Dalton）が参加して、クラシックカー
の展示と音楽の演奏、そして目玉としてラッフ
ル（チャリティーを目的とした抽選会）とオーク
ションがおこなわれた。オークションでは、出
演者からの提供による映画『アウトサイダー』
や『初体験 / リッジモント・ハイ』（Fast Times at 

Ridgemont High, 1982）の脚本、クリス・クリスト
ファーソン（Kris Kristofferson）やピーター・フラ
ンプトン（Peter Frampton）の直筆歌詞ほか、著
名芸能人のオートグラフ（サイン）が書かれたさ
まざまなグッズが競売にかけられた。入場料は
30ドル（前売りは25ドル）。また、翌7日（日）に
は、映画『アウトサイダー』のロケーションサ
イトの1つでもある「サークル・シネマ」（Circle 
Cinema）で上記2人の俳優によるトークショーと
ともに同作品の記念上映会が行われた（Graham 
August 6, 2016）。また、デニー・オコナーはクラ
ウドファンディングサイトGoFundMeにて2016年
8月以降博物館として保存・公開するために必要
な修繕工事の資金を募っており、2017年9月末時
点で565件の寄付が寄せられ、その総額は35,875
ドル（目標額75,000ドルの47.8％）に達している。
また、2017年5月6日（土）にも、ケインズ・ボー
ルルームにて小説『アウトサイダーズ』出版50周
年祝賀会と資金集めパーティーが催され、C・ト
ーマス・ハウエル、ラルフ・マッチオ、ダニー
ボーイ・オコナーがゲスト参加している。

49　危険なタックルを排除し、安全性と娯楽性を
高めたアメリカンフットボール競技。選手は「フ
ラッグ」と呼ばれる相撲の廻しの「さがり」に似
た帯を腰に巻き、ボールを持った選手のフラッ
グを相手の選手が取るとタックルが成功したと
みなされる。

50　アウトサイダーズハウスを訪れた出演者には
ほかにも、カーティス三兄弟の次兄ソーダポッ
プ役のロブ・ロウ（2017年3月17日、彼の53歳の
誕生日に訪問）とジョニー・ケイド役のラルフ・
マッチオ（2016年7月頃訪問、2017年5月）がいる。

51　それぞれの通りの元の名称は、インデペンデ
ンス・ストリート（Independence Street）とセント
ルイス・アベニュー（St. Louis Avenue）であった。

52　日本では未公開かつビデオグラムも未販売。
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ABSTRACT

Utilizing Filming Location Sites
to Promote Regional Themes and Tourism:

A Case Study in Tulsa, Oklahoma with The Outsiders

AMANO Tsuyoshi
University of Shizuoka (Prefectural) 

         “Contents tourism” is defined as travel behavior motivated by media contents including novels, films, 

dramas, catoons/anime, and so on. Visits to contents sites by enthusiasts not only benefit the local economy, 

but also may revitalize the region through grass-roots cooperation with local residents. Hence, according to 

the Japan Society of Contents Tourism, the term “contents tourism” also refers to local vitalization efforts 

which utilize themes and narratives from the media content. Although tourists sites are introduced and 

consumed via information media such as guidebooks, magazines, and TV, they are, as such, a medium to send 

messages, according to McLuhan’s definition of media. Therefore, tourist sites could bring dynamics, as Ken 

Okamoto points out, that construct new relationships between the tourists, between the sites and tourists, 

between the sites and the residents, and between the tourists and the residents.

         In this paper, the author observes how the preservation activity of filming sites adds themes and 

narratives to a region through a case in Tulsa, Oklahoma, where The Outsiders (1983) was shot.  In March 

2016, a group of three men consisting of contents fans and locl residents purchased the house that had been 

used as the home of the leading chaaracter, Ponyboy, and his brothers in the film. The three men had to wait 

years to finally own the property, planning to open it to the public as a museum after renovation. When they 

finally gained ownership, they witnessed their preservation activity gaining headway. Numbers of fans and 

residents gathered at the renovation fundraising event to share their memories of the old days when the film 

was shot in the city and how the film affected their lives. Memorabilia of the movie was sent to them and 

volunteers came from around the nation and the rest of the world. Even S.E. Hinton, the writer of the original 

young adult novel, and some of the main cast members including C. Thomas Howell, Ralph Macchio, and Rob 

Lowe took part in the fundrasing activity. The “sanctuary” reconstruction has been enticing many of the film’s  

true believers to pilgrimage to this “holy site” and could even revitalize the region in the process.


