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はじめに

2019年12月に新型コロナウイルス感染症の最初の
患者が発見されてから、世界中の人の動きが激変し
た。諸外国からの入国制限が続き、国内においても、
不要不急の外出自粛や都道府県をまたいだ移動の自
粛、飲食店の営業時間短縮と酒類の提供制限などに
より、宿泊・飲食をはじめとした観光産業において、
非常に厳しい状況が続いている。

それまでの観光産業は、インバウンドの増加や地方
創生の文脈における多様な観光メニューの創出などに
より、拡大基調が続いていたが、それが消し飛んでし
まったような状況である。しかし、このような状況に
おいても、旅に出て非日常的な空間に移動して楽しみ
たいという人々の欲求は強く、オンラインツアーや 
バーチャルツアーといった仮想の旅が次々と企画さ
れ、多くの人が利用している。感染拡大の収束などに
より自由な移動が可能になった暁には、観光客はこれ
までの反動で大きく増加すると思われる。

それでは、ニューノーマルの時代にはどのようなス
タイルの観光が注目されるのであろうか。筆者は、現
実空間とデジタル空間が切り離せなくなっている現代
においては、近年注目されてきた「コンテンツツーリ
ズム」がさらに増加するのではないかと考えている。
そこで本稿では、同ツーリズムについて整理する。ま
た、その中でもリピーターが多いとされる「聖地巡礼」
といわれる分野、さらにその中でも全国的な動きにな
っている「刀剣乱舞 -ONLINE-」というゲームに関
する聖地巡礼について、近年の動向について整理した。

第１章　コンテンツツーリズムとは

2003年、小泉内閣総理大臣（当時）が施政方針演
説において「日本を訪れる外国人旅行者を2010年に
倍増させる」という目標を打ち出した。そして、有識
者による「観光立国懇談会」が開催され、「観光立国
懇談会報告書」がまとめられた。この報告書の中では、
当時の状況を「日本人の典型的な観光旅行のパターン
は、名所見物型パッケージツアーが一般的であったが、
1990年代に入ると、参加・体験型の観光旅行が注目
されるようになった。そのような観光ニーズの変化に
対応して、個人や少人数主体の旅行や、研修討論旅行、
学術・ビジネス連繫観光や産業観光、エコツーリズム

（生活環境観光）やグリーン・ツーリズム（農村観光）
などが展開されるようになった。」と述べており、「従
来の大量生産・大量販売型の観光に代わって、個々の
観光客の主体性を尊重して、学びや癒しや遊びなど、
それぞれなりの楽しみ方を可能にする『新しい型の観
光』の促進も図らねばならない。」と課題を提起して
いる（首相官邸 HP より）。

この「新しい型の観光」の一つとして注目されたの
が「コンテンツツーリズム」である。
「コンテンツ」は、2004年に成立、施行された「コ

ンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律」
によって、「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の文字、
図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれら
を組み合わせたもの又はこれらに係る情報を電子計算
機を介して提供するためのプログラムであって、人間
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の創造的活動により生み出されるもののうち、教養
又は娯楽の範囲に属するものをいう。」と定義されて 
いる。
「コンテンツツーリズム」は、2005年に行われた 

国土交通省総合政策局、経済産業省商務情報政策局、
文化庁文化部による「映像等コンテンツの制作・活
用による地域振興の在り方に関する調査」によって、 

「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を「コンテンツ
ツーリズム」と呼ぶことにしたい。」と定義されている。

同調査において、「コンテンツツーリズムの根幹」
は、「地域に『コンテンツを通し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、その物語を観光資源として活用することで
ある。」としている。

2004年に内閣府知的財産戦略本部が策定した「知
的財産推進計画2004」においても、「地域の魅力あ
るコンテンツの効果的な活用を通じた地域経済の活
性化等を図る観点から、地方公共団体が自主的に行
うコンテンツをいかした地域づくりやまちづくりの
ための戦略策定や実施に向けた取組の奨励を行う。」
としている。

2003年から始まった国土交通省を中心とした「ビ
ジット・ジャパン・キャンペーン」、2010年から始ま
った経済産業省を中心とした「クール・ジャパン戦略」、
2014年から始まった内閣府主導の「まち・ひと・し
ごと創生総合戦略」などにおいても、インバウンドの
誘致、交流人口・関係人口の増加等による地域の活性
化といった目的でコンテンツツーリズムが推進され、
現在、成功事例や失敗事例が蓄積され、観光学におい
ても研究が進められているところである。

なお、訪日外国人旅行者数は、「ビジット・ジャパ
ン・キャンペーン」が始まった2003年には521万人
だったものが、2019年には3,188万人と約６倍にま
で増加した（令和３年版観光白書、P11）。国内旅行
者数については大きな変化がみられないが、日本人国
内旅行消費額では、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」
が始まった2014年の18.4兆円から2019年には21.9
兆円と約２割増加した。これらの数字から、日本の観
光振興政策は一定の成果を上げてきたことが分かる。

しかし、2020年は世界的な新型コロナウイルス感
染拡大の影響により、外国人観光客数が前年に比べ
て87.1％減少の412万人、日本人国内旅行消費額は同
54.3％減少の10.0兆円となり、観光産業は非常に大
きな打撃を受けている（令和３年版観光白書、P11、
20、21）。

当然コンテンツツーリズムの動きも大きく縮小して
いるが、動画配信サービスや家庭用ゲームソフトなど
は需要が伸びていることから、コンテンツそのものに
触れている人はむしろ増えていると考えられる。その
ため、コンテンツにゆかりのある地への旅行を我慢し
ている人が増えており、コンテンツツーリズムにおい
ても、人流回復後の反動増が起こることが予想される。

第２章コンテンツツーリズムの概要（分類）　　　

「コンテンツツーリズム」という言葉自体はまだ新
しいものである。しかし、映画「ローマの休日」の
撮影スポットを巡るツアーや、大河ドラマや朝ドラ
のロケ地を巡るツアーなどは、コンテンツツーリズ
ムが定義される以前から行われていた。それが近年
注目されるようになった要因としては、デジタル化
とネットワーク化が進んだことが大きい。

スマートフォンやタブレットなどの普及により、文
字や音声、写真、動画などの収集、編集、発信が容易
になったことから、「個人レベルで観光の目的地を発
見して訪問し、その内容をインターネット上に公開す
るようになり、それを視聴した人々が同様の観光行動
に出る」といった動きがみられるようになった。

そして、このような動きは、特にアニメーションの
分野で多くみられている。アニメでは、現実に存在す
る場所を物語の舞台や背景に使うことがあるが、その
場所を特に公表しない場合も多い。それでもアニメ
のファンになった人が様々な情報から場所を特定し、 
そこを「聖地」として訪問する、いわゆる「聖地巡礼」
といわれる行動である。こうした動きが全国各地で 
みられるようになり、これまで観光地とみなされてい
なかった地域が観光地化する事例も現れている。

なお、コンテンツツーリズムにおけるコンテンツに
は様々な種類があり、その種類によって「フィルム 
ツーリズム」や「文学ツーリズム」などに分類されて
いるが、文献や論文などをみても明確な分類はなされ
ていないようである。そこで本稿では、様々な情報を
参考にして【表１】のように暫定的に整理した。

一般的に、「映像全般」に関する旅は「フィルムツー
リズム」として大きな括りで分類されている。その内、
映画やドラマにゆかりのある場所を訪れる旅は「シネ
マツーリズム」や「スクリーンツーリズム」、アニメ
にゆかりのある場所を訪れる旅は「アニメツーリズム」
とされている。一方で、映画やドラマ、アニメ等に関
わらずロケ地を訪ねる旅をロケツーリズムとも呼ばれ
ており、さらにアニメ・マンガ、ゲームなどにゆかり
のある場所を訪れる旅については「聖地巡礼」といわ
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種類 コンテンツ 作品・イベント例 場所

フィルムツーリズム
・シネマツーリズム
・スクリーンツーリズム
・アニメツーリズム
・ロケツーリズム
・聖地巡礼

映画 ローマの休日
るろうに剣心

ローマ（イタリア）
滋賀県

テレビドラマ 北の国から
大河ドラマ、朝ドラ

北海道富良野市
全国各地

アニメ・マンガ
ガールズ＆パンツァー
君の名は。
ゲゲゲの鬼太郎

茨城県大洗町
岐阜県飛騨市
島根県境港市

ゲーム 刀剣乱舞
ゴーストオブツシマ

全国各地
長崎県対馬市

文学ツーリズム
（ブックツーリズム）

作家 宮沢賢治 岩手県花巻市

俳句 松尾芭蕉 東北・北陸

小説 坊ちゃん（夏目漱石） 愛媛県松山市

ミュージックツーリズム 音楽フェス・コンサート フジロックフェスティバル
フジアンドサン

新潟県湯沢町
静岡県富士市

レッスン 草津夏期国際音楽アカデミー
茨城国際音楽アカデミーinかさま

群馬県草津町
茨城県笠間市

アートツーリズム 絵画・建築・アーティスト
など

東海道五十三次
金沢クリエイティブツーリズム

東海道
石川県金沢市

れている。
聖地巡礼は、1990年ごろから始まったといわれて

いるが、この言葉が2016年のユーキャン新語・流行
語大賞でトップ10に入ったことから一般にも広く使
われるようになった。

そのほかのコンテンツツーリズムとしては、「文学

ツーリズム」（ブックツーリズム）やミュージックツー
リズム、アートツーリズムといったものがあり、それ
ぞれの作品や作者、アーティストのゆかりの地を訪れ
る旅などを指す。松尾芭蕉の俳句をたどる旅や東海道
五十三次をめぐる旅などが古くから行われてきたが、
これらもコンテンツツーリズムといえるだろう。

※各種情報を基に筆者作成

【表1】コンテンツツーリズムの分類

ローマの休日（トレビの泉） 君の名は。（ラストシーン）
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第３章　リピート率が高い「聖地巡礼」　　　　　　　　

上記の分類の中でも、聖地巡礼はリピート率が高い
とされているが、どうしてだろうか。作品の舞台に訪
問してその世界を追体験したい、登場人物と同じポジ
ションに立ちたいといった動機は、実写の映画やドラ
マでも同じであろう。しかしアニメの場合は、現実の
舞台と全く同じではなく、そのアニメオリジナルの描
写がなされている。そのため、リアルの空間にいなが
ら脳内でアニメの風景を投影したり、好きなキャラク
ターを動かしたり、あるいは自らがそのキャラクター
に扮装（コスプレ）したり、といった様々な楽しみ方
ができることが、聖地巡礼に夢中になる理由の一つで
はないだろうか。また、放送期間が長いアニメにおい
ては、新たに放送されたシーンも追体験したいという
動機が生まれ、繰り返し訪問するのではないだろうか。

これらに加えて、近年は地元の関与も強くなってい
る。アニメ制作会社とのタイアップ（コラボレーショ
ン、コラボ）による関連グッズの販売、作品中に出て
くる飲食メニューの提供など、そこに行かなければ手
に入らない、味わえないものを提供することで、聖地
巡礼者の満足度を高める工夫が各地で見られるように
なった。

さらにリピーターは、何度も訪問しているうちに
その地域の住民とも交流するようになり、作品に加
えて地域のファンになっていく例もみられる。制作
者のほうでも、アニメの作品をゲーム化、小説化し
たり、ミュージカルにしたりと様々なメディアミッ
クスを展開し、ファンをつなぎとめている。

また、日本のアニメには外国人のファンも多く、訪
日の際の旅程に聖地を組み込む例も多く、そういった
観点からも聖地巡礼は注目されている。

第４章　歴史ものゲームと「聖地巡礼」

近年、アニメだけでなく、ゲームの聖地巡礼も盛ん
になっている。

ゲームの聖地巡礼では、歴史もののゲームに関する
ものが多くみられる。1980年代にリリースされて現
在も新作が発表されている「信長の野望」や、「戦国
無双」、「戦国 BASARA」、「刀剣乱舞」などである。

近年の歴史もののゲームは、「かっこいい」「かわい
い」「美しい」男性キャラクターと有名な声優の起用
により、多くの女性の心をわしづかみにした。そして
ゲームから戦国武将や刀剣などに興味を持った「歴女」
が増加し、そのゆかりの地や刀剣を巡礼する女性が増
加したのである。

この歴史もののゲームをきっかけに「歴女」となっ
た女性は、城や城下町、神社、寺院、博物館など、こ
れまで比較的高齢者が多く訪れる場所を訪問するよう
になった。受入側もはじめは戸惑いがあったようだが、
現在は好意的に受け入れられ、様々なイベントなどが
各地で行われるようになった。地域活性化のためのま
ちを挙げた取組などもみられ、それに歴女たちが押し
寄せるようになっている。

なお、こうした動きは、文化財の保存という観点か
らも重要である。我が国では現在、文化財を後世につ
ないでいくうえで、文化財を「保護」するだけではな
く「活用」していくことによって、より多くの人にそ
の価値を理解してもらうことや地域の活性化につなげ
ることを重視しており、地域主体による文化財の活用
を推進している。歴女たちは、訪問して自ら体験する
だけでなく、SNS 等で日本の伝統文化や地域の魅力
を世界中に発信しており、文化財の活用にも貢献して
いるのである。

第５章　「刀剣乱舞」における聖地巡礼　　　　　　

本章では、歴史もののゲームのなかでも「刀剣」を
題材にし、そのファンが全国各地の美術館・博物館
や地域を賑わせている「刀剣乱舞」と受入側の取組、 
ファンの関わり方などを紹介する。

①「刀剣乱舞」とは
「刀剣乱舞」は、ゲームから始まった。シミュレー

ションゲーム「刀剣乱舞 -ONLINE-」は、2015年１
月にサービス開始され、PC ブラウザ版登録者数200
万人、スマホアプリダウンロード数800万を突破して
いる（2022年１月14日時点）。

このゲームは、「審神者 ( さにわ )」と呼ばれるプレ
ーヤーが、実在している、あるいは実在していた日本
の名刀を擬人化したキャラクター「刀剣男士｣ を収集・
育成し、隊を編成して敵との戦いに挑むものである。

核となるストーリーの舞台は、西暦2205年の未来
である。「歴史修正主義者（敵）」が時間をさかのぼっ
て過去へと干渉し、歴史を改変しようとすることを阻
止するため、「審神者」と「刀剣男士」たちが共に戦
いを繰り広げる。
「刀剣男士」は、多くの魅力的な男性キャラクター

が登場し、有名な声優も起用されていることなどから、
女性を中心に現在もファンを増やしている。そして、
刀剣を展示している日本各地の神社仏閣や博物館など
を聖地として、多くの刀剣乱舞ファンが巡礼するなど、
様々な社会現象を引き起こしている。
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また、刀剣乱舞は様々なメディアミックスを展開し
ている。アニメやゲームなどの２次元の世界を３次元
の役者の演技によって忠実に再現する、「2.5次元」と
いわれるミュージカルや舞台の公演、テレビアニメや
コミックス化、実写映画化もされている。

ミュージカルや舞台と、文化遺産などとのコラボ
も行われるようになった。2016年には広島・厳島神
社のユネスコ世界遺産登録20周年記念奉納行事とし
て、「ミュージカル刀剣乱舞 in 厳島神社」が上演され、
2017年には、新小田原城への来場者100万人達成記
念として、小田原城天守閣前で一夜限りの野外特別公
演「舞台『刀剣乱舞』外伝 此の夜らの小田原」が上
演された。

2018年には「日本ユニシス Presents ミュージカ
ル『刀剣乱舞』×読売ジャイアンツ コラボナイター」
が東京ドームで開催され、６人の刀剣男士（俳優）が
パフォーマンスを披露し、始球式も行った。同年末、
第69回 NHK 紅白歌合戦で、ジャパンカルチャー特
集企画として19人の刀剣男士が出場した。

現在も、ミュージカルや舞台が日本全国の主要都市
で開催されているほか、人気俳優の単独公演が全国の
地方都市でも開催されており、2021年10月には茨城
県結城市でも開催された。これらの公演チケットは抽
選制となっており、観劇ツアーや宿泊プランも組まれ
ている。このほか、映画やアニメにおいても継続的に
新作が放映されており、こうしたメディアミックスに
よって、刀剣乱舞はファンの囲い込みや獲得につなげ
ている。

 
②「刀剣の聖地」巡礼
【表２】は、神社仏閣や博物館などで刀剣乱舞に関

連した刀剣を展示し、イベント等で集客を図っている
事例を年表にまとめ、その傾向を調べたものである（筆
者がインターネットで調査したものであり、全ての事
例を網羅しているものではない）。

まず開催地についてであるが、北海道から沖縄まで

ミュージカルが上演された
厳島神社高舞台

全国的に実施されている。
次に制作側とのコラボについては、主に「①等身

大パネル・イラストの展示」「②記念グッズの配布」 
「③コラボグッズの販売」で、ほとんどの展示で実施
されている。その他で多いのは、「④声優による音声
ガイドの貸出」「⑤スタンプラリーの開催」である。
また、少数ではあるが「⑥乗り物（鉄道・バス・人力車・
ロープウェイ）とのコラボ企画」や「⑦飲食店や水
族館とのコラボ企画」などもみられる。2021年から
は、「⑧コラボツアー（グッズ付宿泊プランや日帰り
バスツアー）」が増加している。

なお、宿泊プランは、主に大手旅行代理店が企画し
ており、かなり遠方からの旅行を想定した航空券付の
ものも販売されている。

ブログ等において、「開催期間中に前年度の入館者
数を超えた」「入館待ちが２～３時間となった」とい
った大盛況を伝える記事が多数掲載されており、コラ
ボ企画の集客効果をうかがい知ることができる。

また、主催者側が刀剣乱舞ファンに対して好意的で、
「鑑賞の態度がとても良い」「歴史的背景などもきちん
と押さえている」「質問のレベルが高い」などのコメ
ントが掲載されており、ゲームという入り口から、日
本の歴史や伝統文化に興味を持ち、深く探求するよう
になっている。

訪れた地域の歴史や文化を学び、ご当地グルメを食
べて泊まって帰る刀剣乱舞ファンは、地域にとって歓
迎すべき旅行客であろう。
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時期 場所
所在地

イベント名
展示された刀剣 特記事項

2015年

５月 徳川ミュージアム
茨城県水戸市

2015国際博物館の日記念ミュージアムトーク
太刀「燭台切光忠」 次項で詳細を紹介

５月 結城蔵美館
茨城県結城市

結城蔵美館開館１周年記念イベント
槍「御手杵」 次項で詳細を紹介

10月
羽田空港ディスカバリー
ミュージアム
東京都大田区

第19回企画展「徳川ミュージアム所蔵品精選　
徳川家康　天下泰平の軌跡」
太刀「燭台切光忠」

10月 丸亀市立資料館
香川県丸亀市

丸亀市合併10周年記念　京極家の家宝展
脇差「にっかり青江」

12月 京都国立博物館
京都府京都市

特集陳列「刀剣を楽しむ-名物刀を中心に-」
太刀「髭切」・太刀「膝丸」など 音声ガイド貸出

2016年

１月 福岡市博物館
福岡県福岡市

黒田家名宝展示　
打刀「へし切長谷部」

２月 阿蘇神社
熊本県阿蘇市

蛍丸復元・玉圧(打ち始め)式（蛍丸伝説プロジェクト）
大太刀「蛍丸」 次項で詳細を紹介

３月 薬師寺大宝蔵殿・聚宝館
奈良県奈良市

大宝蔵殿 特別開扉「仏教と刀」同時開催 特別展示「噂の刀展」
打刀「和泉守兼定」・打刀「陸奥守吉行」など約60点

４月 香川県立ミュージアム
香川県高松市

KATANA-刀剣を楽しむ3つの見方-
脇差「にっかり青江」など13点

５月 札幌市民ギャラリー
北海道札幌市

「日本刀展 ～平安時代から現代まで」
粟田口国綱、虎徹、清麿、村正など

６月 国営飛鳥歴史公園
奈良県明日香村

いろはに刀剣～古今東西、名刀を識る～
太刀「石切丸」・太刀「小狐丸」など

７月 永青文庫
文京区目白台

夏季展示「歌仙兼定登場」
打刀「歌仙兼定」など スタンプラリー開催

10月 致道博物館
山形県鶴岡市

SAMURAIの美　出羽庄内藩酒井家ゆかりの名品
短刀「信濃藤四郎」など

10月 京都国立博物館
京都府京都市

特別展覧会　没後150年坂本龍馬
打刀「陸奥守吉行」など

原作プロデューサーと博物館
研究員のトークショー開催

11月 ふくやま美術館
広島県福山市

阿部家ゆかりの日本刀-小松コレクションと五箇伝の名刀-
太刀「明石国行」・太刀「江雪左文字」など

11月 佐野美術館
静岡県三島市

名刀は語る　磨きの文化
槍「蜻蛉切」・短刀「太鼓鐘貞宗」など スタンプラリー開催

12月 長崎歴史文化博物館
長崎県長崎市

特別展覧会　没後150年坂本龍馬
打刀「陸奥守吉行」など

2017年

１月 福岡市博物館
福岡県福岡市

黒田家名宝展示-官兵衛ゆかりの資料展示-
打刀「へし切長谷部」・槍「日本号」など

２月 京都文化博物館
京都府京都市

戦国時代展 －A Century of Dreams－
短刀「五虎退」など

３月 足利市立美術館
栃木県足利市

特別展「今、超克のとき。山姥切国広 いざ、足利。」
打刀「山姥切国広」など 次項で詳細を紹介

４月 宮崎県立美術館
宮崎県宮崎市

企画展 家康没後四百年 徳川歴代将軍名宝展－久能山東照宮
太刀「ソハヤノツルキ」など

４月 石切劔箭神社
大阪府東大阪市

春季大祭　宝物館公開
太刀「石切丸」など 夜間特別公開

４月 致道博物館
山形県鶴岡市

日本名刀展 第１部 見どころ学べる！ 目で観る刀の教科書
短刀「信濃藤四郎」など スタンプラリー開催

４月 江戸東京博物館
東京都墨田区

特別展覧会　没後150年坂本龍馬
打刀「陸奥守吉行」など

６月 阿蘇神社
熊本県阿蘇市

阿蘇神社奉納奉告祭（蛍丸伝説プロジェクト）
大太刀「蛍丸」 次項で詳細を紹介

７月 静岡市美術館
静岡県静岡市

特別展覧会　没後150年坂本龍馬
打刀「陸奥守吉行」など アニメ設定集や原画パネル展示

【表２】刀剣乱舞に関連する刀剣展示の年表（インターネット検索により筆者作成）
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時期 場所
所在地

イベント名
展示された刀剣 特記事項

７月 北野天満宮
京都府京都市

特別展　宝刀展Ⅵ　伝説の太刀「髭切」
太刀「髭切」など

９月 丸亀市立資料館
香川県丸亀市

企画展 丸亀城築城420周年記念 武士の装い展
－ニッカリ青江特別公開－
脇差「にっかり青江」など

ラッピング人力車

９月 石切劔箭神社
大阪府東大阪市

特別公開「よみがえる奉納刀」
太刀「石切丸」・太刀「小狐丸」

音声ガイド貸出
夜間特別公開

９月 米沢市上杉博物館
山形県米沢市

特別展　上杉家の名刀と三十五腰
短刀「五虎退」・短刀「謙信景光」など

11月 埼玉県立歴史と民俗の博物館
埼玉県さいたま市

特別展　上杉家の名刀と三十五腰
短刀「五虎退」・短刀「謙信景光」など

11月 石切劔箭神社
大阪府東大阪市

特別公開「よみがえる奉納刀」
太刀「石切丸」・太刀「小狐丸」

音声ガイド貸出
夜間特別公開

2018年

１月 徳川ミュージアム
茨城県水戸市

企画展「刀剣プロジェクト成果展II」
太刀「燭台切光忠」 次項で詳細を紹介

１月 福岡市博物館
福岡県福岡市

黒田家名宝展示－官兵衛ゆかりの資料展示－
打刀「へし切長谷部」・槍「日本号」など

１月 佐野美術館
静岡県三島市

上杉家の名刀と三十五腰
短刀「謙信景光」・短刀「不動行光」など スタンプラリー開催

２月 史跡足利学校遺蹟図書館
栃木県足利市

特別公開　秘蔵刀剣「景國」・「清光」・「安定」
打刀「加州清光」・打刀「大和守安定」など 次項で詳細を紹介

６月 岡崎市美術博物館
愛知県岡崎市

特別企画展　名刀は語る－美しき鑑賞の歴史
槍「蜻蛉切」

８月 熊本県立美術館
熊本県熊本市

永青文庫展示室開設10周年RKK開局65周年記念「細川ガラシャ」
打刀「歌仙兼定」

９月 致道博物館
山形県鶴岡市

秋の特別展「刀剣と甲冑～重要文化財 色々威胴丸修復記念～」
短刀「信濃藤四郎」・槍「御手杵」

９月 京都国立博物館
京都府京都市

特別展「京のかたな 匠のわざと雅のこころ」
太刀「三日月宗近」・短刀「後藤藤四郎」ほか多数 次項で詳細を紹介

10月 桑名市博物館
三重県桑名市

特別企画展「村正Ⅱ－村正と五箇伝－」
「村正」作の刀など

10月 北野天満宮
京都府京都市

KYOTO NIPPON FESTIVAL 2018　宝刀展XⅢ
太刀「髭切」 次項で詳細を紹介

2019年

１月 徳川ミュージアム
茨城県水戸市

企画展「刀 KATANA第４期 備前」
太刀「燭台切光忠」など 次項で詳細を紹介

１月 佐野美術館
静岡県三島市

REBORN 蘇る名刀
脇差「骨喰藤四郎」・脇差「鯰尾藤四郎」など

スタンプラリー開催
伊豆箱根鉄道コラボ企画

２月 足利商工会議所
栃木県足利市

刀剣展「堀川國廣とその高弟」
「国広」作の刀など 次項で詳細を紹介

２月 埼玉県立歴史と民俗の博物館
埼玉県さいたま市

特集展示「国宝公開 短刀 銘景光」
短刀「謙信景光」

５月 結城蔵美館
茨城県結城市

結城晴朝公家督相続460年祭－結城蔵美館５周年事業－
全国の「御手杵」５振り 次項で詳細を紹介

６月 丸亀市立資料館
香川県丸亀市

丸亀城石垣修復に向けてニッカリ青江公開プレミアムウィーク
脇差「にっかり青江」

７月 大宰府天満宮宝物館
福岡県太宰府市

特別展示 阿蘇神社復興支援－よみがえった宝刀 蛍丸－
大太刀「蛍丸」 次項で詳細を紹介

７月 佐川美術館
滋賀県守山市

企画展　名刀は語る 美しき鑑賞の歴史
槍「蜻蛉切」

７月 九州国立博物館
福岡県太宰府市

特別展「室町将軍－戦乱と美の足利十五代－」
太刀「大般若長光」

音声ガイド貸出
グッズ付宿泊プラン販売

９月 那覇市歴史博物館
沖縄県那覇市

特別展「縞と絣の夏衣裳／王家の宝刀（Ⅲ）」
短刀「北谷菜切」
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時期 場所
所在地

イベント名
展示された刀剣 特記事項

９月 福岡市博物館
福岡県福岡市

特別展 侍～もののふの美の系譜～The Exhibition of 
SAMURAI
太刀「大典太光世」・脇差「物吉貞宗」など

音声ガイド貸出

９月 埼玉県立歴史と民俗の博物館
埼玉県さいたま市

特集展示  国宝公開  太刀・短刀
短刀「謙信景光」

９月 致道博物館
山形県鶴岡市

特別企画展 出羽国庄内藩主 酒井家名宝
短刀「信濃藤四郎」

12月 春日大社国宝殿
奈良県奈良市

最古の日本刀の世界 安綱・古伯耆展
太刀「石切丸」・太刀「髭切」など

2020年

１月 佐野美術館
静岡県三島市

名刀への道
打刀「松井江」・槍「蜻蛉切」など スタンプラリー開催

９月 備前長船刀剣博物館
岡山県瀬戸内市

特別陳列　国宝「太刀 無銘一文字(山鳥毛)」
太刀「山鳥毛」

10月 久能山東照宮博物館
静岡県静岡市

「天下人の愛刀と写し」展
太刀「ソハヤノツルキ」

日本平ロープウェイ特別アナ
ウンス

10月 大阪歴史博物館
大阪府大阪市

特別展「埋忠〈UMETADA〉桃山刀剣界の雄」
短刀「太鼓鐘貞宗」・打刀「桑名江」など

2021年

１月
北九州市立いのちのたび
博物館
福岡県北九州市

冬の特別展「名刀『博多藤四郎』の輝き　戦国を生き
抜いた武士の絆」
短刀「博多藤四郎」

３月 北野天満宮 宝物殿
京都府京都市

特別展「北野天満宮×大覚寺－両社寺の歴史と兄弟刀」
太刀「髭切」

３月 大覚寺 霊宝館
京都府京都市

特別展「北野天満宮×大覚寺－両社寺の歴史と兄弟刀」
太刀「膝丸」

６月 徳川美術館
愛知県名古屋市

特別展「名刀紀行－京･大和と九州－」
脇差「鯰尾藤四郎」・短刀「後藤藤四郎」など

グッズ付宿泊プラン販売
水族館、レストランとコラボ

６月 ふくやま美術館
広島県福山市

夏季所蔵品展「瀬戸内の風景」
太刀「江雪左文字」

７月 那覇市歴史博物館
沖縄県那覇市

特別展「王家の宝剣Ⅰ・千代金丸／空色地の紅型衣裳」
太刀「千代金丸」

７月 福岡市博物館
福岡県福岡市

特別展「徳川家康と歴代将軍 ～国宝・久能山東照宮の名宝～」
太刀「ソハヤノツルキ」など

音声ガイド貸出
グッズ付宿泊プラン販売

７月 姫路市立美術館
兵庫県姫路市

特別展「日本の心象 刀剣、風韻、そして海景」
太刀「明石国行」

７月 徳川美術館
愛知県名古屋市

夏季特別展「家康から義直へ　－尾張藩誕生物語－」
打刀「南泉一文字」・打刀「五月雨江」など

グッズ付宿泊プラン販売
水族館、レストランとコラボ

７月 石川県立歴史博物館
石川県金沢市

特別展「大加州刀展」
清光の刀など

音声ガイド貸出
グッズ付宿泊プラン販売

７月 備前長船刀剣博物館
岡山県瀬戸内市

夏季特別展「武将・名家の品格－受け継がれた刀剣－」
太刀「山鳥毛」

日帰りラッピングバスツアー
開催

９月 サントリー美術館
東京都港区

サントリー美術館開館60周年記念展「刀剣 もののふの心」
脇差「骨喰藤四郎」・打刀「宗三左文字」など 音声ガイド貸出

10月 丸亀市立資料館
香川県丸亀市

企画展「名刀見参－京極家の宝刀ニッカリ青江公開－」
「ニッカリ青江公開プレミアムマンス」
脇差「にっかり青江」

音声ガイド貸出
スタンプラリー開催
ラッピング人力車
おもてなし割(市内協力店舗
でのサービス)
周遊バス１日乗車券販売
グッズ付宿泊プラン販売

10月 ふくやま美術館
広島県福山市

秋季所蔵品展
「食と美術－『いただきます』から『ごちそうさま』まで」
短刀「太閤左文字」
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③事例紹介
茨城県内の刀剣乱舞とのコラボとしては、水戸市の

徳川ミュージアムと結城市の結城蔵美館を中心とした
取組がある。まずこの二つの事例を紹介し、それに加
えて、全国的に大きな話題となった事例を紹介する。

徳川ミュージアム（茨城県水戸市）
－　ファンのパワーが名刀の復元へ　－

刀剣乱舞に登場する刀剣の展示において、おそらく
初めて大きな話題となったのは、徳川ミュージアムの

「燭
しょく

台
だい

切
きり

光
みつ

忠
ただ

」であろう。
徳川ミュージアムは、水戸徳川家13代当主徳川圀

順公が、伝来の大名道具や古文書類を寄贈して設立し
た公益財団法人徳川ミュージアム（旧 財団法人水府
明徳会）の博物館として、1977年に開館した。徳川
家康公の遺品を中心に家康公の子である初代頼房公、
２代光圀公ら歴代藩主や、その家族の遺愛の什宝約
３万点が所蔵されており、「水戸徳川家」のまとまっ
た史料がみられる唯一の博物館である。
「燭台切光忠」は、鎌倉時代の備前長船派の光忠の

作とされ、伊達政宗から贈られた刀として水戸徳川家
に代々受け継がれた名刀であるが、1923年の関東大
震災の際に罹災し再刃できないほど黒く焼け焦げてし
まい、積極的に展示はされていなかった。

ところが、2015年１月の刀剣乱舞 -ONLINE- の 
リリース後、徳川ミュージアムに「燭台切光忠につい
ての記録はないか」という問い合わせが殺到した。同 
ミュージアムは、「罹災美術品目録」の情報と照合し、
倉庫内で焼刀のまま保管していることを公表し、同年
５月の「2015国際博物館の日記念ミュージアムトー
ク」に合わせて１日限定で燭台切光忠を展示した。そ
の後、同ミュージアムに対して寄付が行われるように
なり、同年７月から一般展示を開始すると、来場者数
は通常時の５倍となった。

そして、翌2016年２月、被災した刀剣を新たに現代
の名匠が再現することで、伝統文化を守り、学び伝え
る「刀剣プロジェクト」を開始した。また同月には、
水戸の梅まつりと刀剣乱舞 -ONLINE-、徳川ミュージ
アムがコラボした周遊イベント「水戸の武」が開催さ
れた。同ミュージアムと常盤神社義烈館や弘道館など
の施設を周遊し「入場券の半券」を集めると、刀剣男
士「燭台切光忠」の限定グッズがもらえた。また水戸
市内の「別春館」では、刀剣プロジェクト関連商品の
梅酒が販売され、収益の一部が同プロジェクトに寄与
された。

そしてプロジェクト開始から２年後の2018年１月、
燭台切光忠の再現刀が完成、同月から企画展「刀剣プ

ロジェクト成果展Ⅱ」にて展示を開始した。
以降、他の地域でも、クラウドファンディングを利

用した寄付によって刀剣を復元する事例が見られるよ
うになるが、刀剣乱舞ファンと同ミュージアムによる
この事例が草分け的存在となっている。

なお、同ミュージアムと刀剣乱舞とのコラボレー
ションは継続しており、コラボグッズはミュージア
ムショップやオンラインショップで販売されている。
イベントも継続的に開催されており、2017年には、
水戸の梅まつりの開催時期に合わせて、アニメ「刀剣
乱舞 - 花丸 -」と JR 東日本水戸支社、徳川ミュージ
アムを含む水戸市内施設とコラボしたスタンプラリー
が開催された。描き下ろしイラストを使用したグッズ
やオリジナル駅弁の販売、刀剣男士「燭台切光忠」の
担当声優による水戸駅構内アナウンスなどが行われ
た。

2018年には、前年の取組に加えて、スマホ専用の
VR アプリを使用したシルエットクイズラリーやラッ
ピング列車・ラッピングバスの運行、水戸駅構内の装
飾などを実施。また、水戸のまちなかを走るバスが指
定区間で乗り放題になる「水戸漫遊１日フリーきっ
ぷ」の販売や、水戸市内のカフェにおいて「燭台切光
忠」をイメージしたオリジナルメニューの提供も行
われた。2019年には、前年の取組に加えて、国鉄色
の E653系を使用した JR 常磐線上野～水戸間の臨時
快速列車「快速 燭台切光忠」が運行。車両・車内の 
ラッピングや車内アナウンスのほか、オリジナル弁当、
ヘッドレストカバーなどの特典グッズが付いたツアー
チケットが販売された。

結城蔵美館（茨城県結城市）
－　伝統工芸・結城紬の魅力も同時発信　―

結 城 蔵 美 館 に は、 天 下 三 名 槍 の 一 つ で あ る
「御

お て ぎ ね
手杵」のレプリカが展示されている。結城蔵美館

は2014年５月に開館し、新たな芸術文化を創造・情
報発信する「本蔵」と、歴史的、文化的資料の収蔵・
公開の場として活用している「袖蔵」の、２棟から構
成される美術館である。
「御手杵」は、室町時代に活躍した下総国結城の大名・

結城晴朝が、駿河国嶋田の刀工、五条義助に作らせた
槍であり、東京大空襲により焼失したが、有志や研究
者らによって復元され、結城氏初代・朝光の没後750
年祭にあわせて、島田市より結城市に寄贈された。

刀剣乱舞 -ONLINE- のリリースから４か月後の
2015年５月、レプリカが同館に常設展示されている
ことが SNS などで話題になり、「結城蔵美館 開館１
周年記念イベント」として１日限定で開催された槍に
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触れて記念撮影ができるイベントには、県内外から約
2,000人が来場した。

2019年５月の同館５周年記念事業では、「結城蔵美
館×刀剣乱舞 -ONLINE- 特別企画」として、公式コ
ラボを実施した。刀剣男士「御手杵」の等身大パネル
や館内での新規イラスト展示、コラボグッズ販売のほ
か、市内の健田須賀神社や弘経寺、称名寺などを巡る
コラボスタンプラリーの設置、さらに「御手杵サミッ
ト」と題し、全国にある５振りの御手杵が結城市に集
結する合同展示が開催され、多くの刀剣乱舞ファンが
来場した。

また、同年11月、ゲーム公式 Twitter で、刀剣男
士「御手杵」の軽装 ( 和装姿 ) が発表された。そのわ
ずか３日後、結城蔵美館にゆうき着楽会協力のもと、
その軽装を模した緑色の結城紬が展示された。駅前の
物産センターにも同様に展示され、結城蔵美館の公式
Twitter には、粋なファンサービスと対応の早さに対
する喜びの声が、刀剣乱舞ファンから数多く寄せられ
ていた。

展示後、結城蔵美館には連日多くの観覧者が訪れて
おり、結城紬を紹介する掲示板を設置するなど、結城
市の伝統工芸である結城紬の魅力も同時に発信して 
いる。

栃木県足利市各所（栃木県足利市）
－　刀剣ファンから足利ファンに　－

2017年３月、栃木県の足利市立美術館で開催され
た特別展「今、超克のとき。山姥切国広 いざ、足利。」
では、安土桃山時代の刀工・堀川国広作の日本刀であ
り、重要文化財に指定されている「山

やま
姥
んば

切
きり

国
くに

広
ひろ

」が
20年ぶりに公開された。

等身大パネル展示やコラボグッズ販売、あしかがフ
ラワーパークでのフラワーアート展示、市内のスタン
プラリーなどが実施された。また、周辺の商店46店
舗が参加して記念商品や記念メニューが提供されたほ
か、再入館可能なチケット、託児所の開設など、官民
一体となった周到な準備と連携、市長自ら音頭を取っ
た「全庁態勢」でのコラボ企画となり、現地を訪れた
ファンからは「神対応」と絶賛された。

最終的に、開催期間30日間に３万7820人の来場者
が詰めかけた ( 同館の前年度年間観覧者２万4885人
)。このコラボによる関連グッズ販売や、宿泊・飲食
などの経済効果は４億円に上ったとされる。

さらに、同年８月、足利市一大イベントである足利
花火大会を中心としたコラボ企画が実施された。期
間中、市内回遊促進として刀剣男士をイメージした 
七夕飾りの展示、七夕カードが施設３か所で配布され、

あしかがフラワーパークでは、刀剣男士の「ボトルキ
ャップアート」が展示された。

花火大会では、足利市・（一社）足利市観光協会が
「足利市×刀剣乱舞 -ONLINE- コラボ花火」を打ち
上げた。これらの様子が、現地を訪れていたファンの
SNS 等によって広範囲に拡散され、足利市の取組内
容について称賛の声が上がった。

2018年２月には、史跡足利学校において「秘蔵刀
剣展」が開催され、新選組の沖田総司の愛した打刀

「加
かしゅうきよみつ

州清光」と「大
やまとのかみやすさだ

和守安定」などの日本刀が展示され、
観覧者は１万5,000人に達した。混雑時には整理券の
発行、足利まちなか遊学館の解放、案内役の職員を配
置するなどして対応、各商店ではスタンプラリー、刀
剣にちなんだオリジナル商品、メニューを提供した。

2019年２月には、足利商工会議所内ギャラリーに
おいて、足利ゆかりの刀工・堀川国広らの日本刀11
振りを展示する「堀川國廣とその高弟」が開催された。
足利市産業観光部が主導し、足利商工会議所や地元商
店会と実行委員会を組織、商業観光振興をメインに、
日本美術刀剣保存協会県支部の全面協力を得て開催さ
れた。商工団体独自の刀剣カードや各店のオリジナル
メニューの提供など、「山姥切国広」の展示以降、官
民で「刀剣ファンから足利ファンに」と、刀剣を活用
した関連イベントに取り組んでいる。

2022年２月からは、足利市立美術館において、足
利市制100周年記念特別展「戦国武将 足利長尾の武
と美－その命脈は永遠に－」にて、「山姥切国広」が
再展示されており、等身大パネルの展示や、コラボ記
念グッズの販売、市内周遊モバイルスタンプラリーな
どを実施している。

 
史跡足利学校
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京都府京都市各所
－　伝統とポップカルチャーが街中で競演　－

2018年９月から、京都国立博物館で開催された「京
のかたな 匠のわざと雅のこころ」では、国宝刀剣19
振り、刀剣男士のモチーフになった刀剣23振りを含
む約200点が展示され、同博物館120年の歴史上初の
大規模刀剣特別展となった。

本館の側にある明治古都館・中央ホールでは、刀剣
男士の描き下ろしイラストや等身大パネルの展示、コ
ラボグッズの販売などが行われ、25万人以上の観覧
者が詰めかけた。

また、この特別展示に合わせ、京福電気鉄道嵐山
本線（嵐電）と東映太秦映画村とのコラボスタンプ
ラリーが開催された。嵐山駅・四条大宮駅・東映太
秦映画村内に設置された計６個のスタンプを集める
と、オリジナル缶バッジがもらえた。また、嵐電１日
フリー切符、映画村入村券、刀剣男士たちが京の軌跡
を紹介するオリジナルドラマ付記念セット券が販売さ
れた。京都市中心部の四条大宮から観光地嵐山を結ぶ
嵐電の構内や駅看板が装飾され、オリジナルヘッド 
マークの車両が運行した。嵐山駅では刀剣男士による
オリジナルホームアナウンス、駅内の喫茶店で刀剣男
士とコラボしたドリンクが提供された。スタンプの設
置場所である東映太秦映画村では、ゲームの世界を再
現したイベントを開催。フォトスポットや刀剣男士の
オリジナルボイス、コラボフードの提供、京都の伝統
工芸とコラボしたグッズの販売なども行われた。

さらに、ほぼ同時期に天神信仰発祥の地として
由緒ある北野天満宮宝物殿において、「KYOTO 
NIPPON FESTIVAL 2018」を開催、オープニング
セレモニーでは、華道家元池坊や乃木坂 46、刀剣乱
舞がパフォーマンスをみせた。その中の「宝刀展 X Ⅲ」
では、所蔵されている「髭切」をはじめとした約40
振りの刀剣の特別展示や、刀剣乱舞と華道や食の文化
とのコラボなどが展開された。

加えて、これらの開催期間中に、「刀剣乱舞」宴奏
会が開催され、和楽器とオーケストラによるゲームの
BGM などの演奏を映像付きで聴かせた。

 
京都国立博物館

阿蘇神社（熊本県阿蘇市）
－　刀剣の復元と被災した神社の復興　－

刀剣復元のためのクラウドファンディングで、短期
間で多額の資金を集めて全国的に注目を浴びたのが、
岐阜県関市の鍛冶職人が中心となって企画した「蛍丸
伝説プロジェクト」である。
「蛍丸」とは、鎌倉時代に作られたとされる大太刀

であり、阿蘇氏の十代当主・阿蘇惟澄が多々良浜の戦
いで使用し、刃こぼれでぼろぼろの状態となってしま
ったが、無数の蛍が刀に止まり、光に包まれるという
夢を見た翌朝、刃こぼれのない美しい姿に戻っていた
という伝説からその名が付いた。

その後、熊本県・阿蘇神社に奉納されるも、太平洋
戦争後の混乱で行方不明となっており、同プロジェク
トは、現存する資料を基に蛍丸を復元し、阿蘇神社へ
再度奉納しようというものである。

2015年11月１日に募集を開始するが、刀剣乱舞 
ファンから「蛍丸の復活に貢献できる」と反響があ
り、開始からわずか５時間で目標金額の550万円を達
成し、最終的には、目標金額の８倍となる4,500万円
の資金が集まった。

2016年２月に、「蛍丸」の復元・玉圧 ( 打ち始め )
式が阿蘇神社境内にて行われたが、その２カ月後の熊
本地震で、奉納先である阿蘇神社が甚大な被害を受け
た。しかしその状況下においても、復興へのシンボル
として、蛍丸の復元は予定通り進行し、2017年６月
17日、同神社にて蛍丸の完成を奉告する式典が行わ
れた。

被災した阿蘇神社の復興に関しては、「阿蘇神社復
興支援プロジェクト」として、市内の酒屋が蛍丸をイ
メージしたサイダーを製造・販売している。サイダー
の売り上げの一部を寄付するもので、2019年２月に
は販売本数250万本を超え、500万円を寄付している。
この情報を SNS 等で知った全国の刀剣乱舞ファンは、
オンラインショップや全国のアニメイト（アニメグッ
ズ販売店）でサイダーを購入している。

また、東京ビッグサイト ( 東京国際展示場 ) で
開 催 さ れ た「AnimeJapan 2017」 で は、 刀 剣 乱
舞 -ONLINE- を 製 作 し た EXNOA（ 旧 DMM 
GAMES）とニトロプラスより、阿蘇神社再建に向け
た取り組みの紹介や、刀剣乱舞 -ONLINE- ×阿蘇神
社チャリティーアイテムが販売された。

そして2019年７月、福岡県太宰府市の太宰府天満
宮にて「阿蘇神社復興支援 - よみがえった宝刀 蛍丸 -」
と題し、復元刀の真打 ( 阿蘇神社蔵 ) と影打 ( ニトロ
プラス蔵 ) が同時展示された。阿蘇神社境内の復興、
復旧の様子を伝える写真や「蛍丸」関連パネル、刀剣
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男士「蛍丸」の等身大パネルの設置やチャリティーグ
ッズの販売などが行われた。

 

おわりに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本稿では、「コンテンツツーリズム」における聖地
巡礼について、中でも近年全国的なムーブメントを起
こしている刀剣乱舞について取り上げた。結びとして、
その特徴的な面について述べたい。

第一に、聖地が全国各地にあることである。ローマ
の休日の聖地はローマというように、一つのコンテン
ツに対する聖地は特定の地域であることが多いが、刀
剣乱舞のコンテンツの元となる刀剣は、現在約100振
りもあって全国各地に存在している。しかも刀剣その
ものを別の会場に移すこともできる。そのため、様々
な場所を訪問地化することができるし、展示する刀剣
を変えることによって同じ場所で何度も集客すること
もできる。そういう特性からすると、「聖地」巡礼と
いうよりは、「聖物」巡礼といったほうが適切かもし
れない。

第二に、刀剣には「歴史や文化」といった地域の個
性が結び付いていることである。映画やアニメなどの
コンテンツによるツーリズムは、よほどの名作でもな
い限り、放映中や放映後にピークを迎え、その後の訪
問者は減少することが一般的である。アニメの聖地巡
礼において、一部の地域では作品のファンから地域の
ファンに移行し、リピーターを増やしている事例も見
られるが、その数はそれほど多くない。一方で刀剣乱
舞では、「歴史の改変を阻止する」ことがゲームのテ
ーマであり、そもそも歴史に目が向いているため、フ
ァンは歴史を通して地域への理解を深めやすく、地域
のファンにもなりやすいのではないだろうか。刀剣男
士と刀剣、地域の歴史や食文化を結び付けるスタンプ
ラリーなどの周遊企画により、リピーターの増加が見
込めると考えられる。

第三に、聖地（聖物）をファン自らが作りだしてい
ることである。事例で紹介した徳川ミュージアムの「燭

阿蘇神社（被災前）

台切光忠」や阿蘇神社の「蛍丸」などは、寄付やクラ
ウドファンディングによって、復元・復活させたもの
である。かなりの金額が刀剣乱舞ファンから提供され
たと考えられ、今後もこのような事例は増えていくで
あろう。寄付をした人は、その刀剣に対する愛着が深
く、その地を何度も訪れるリピーターになることが期
待できる。

最後に、全てのコンテンツツーリズムに関わること
について述べたい。冒頭にも述べているが、「現実空
間とデジタル空間が切り離せなくなっている」こと
を、今回様々な事例を調べてみて、よりはっきりと認
識することができた。聖地巡礼やクラウドファンディ
ングなどの情報は、驚くほど速く拡散している。今後
コンテンツツーリズムを推進しようとする地域におい
ても、デジタル空間をどう活用するかによって、成果
は大きく変わるだろう。
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