タガ

日本の箍の緩みの考察

日本文化の基底の形成について

│ 日本人は︑もっと日本文化の拡がりと奥行きを本質的に学び︑
日本に自信を持ち︑世界と渡りあおう！ │
をいかに楽しませ︑その文化の原点
である日 本の地 域の活 性 化を 来日
観光客を活用して図るかを考える事

外国人の示した関心の対象について

回に分けて考察していこう︒初回は︑

である︒その四点を以下で考察を４

先日テレビの番組で︑興味深い話

︿はじめに﹀
来日する外国人旅行者から
教えられる事とは？

に出会った︒それは羽田︑成田空港

である︒

のノミネートされたケースを︑

⑴海外からの観光客の目の
付け所から日本再考

から帰国する外国人にインタビュー
して︑何処で︑どんなお土産を買っ
て帰るかを調べる番組であった︒実
に興味深い内容であり︑この番組を
通して︑私は幾つかの事を学び︑考

関心が何処にあるかを教わった事で

一つは︑外 国 人の日 本に関しての

てみよう︒

す事が出来るようだ︒少し詳しく見

本の何処に注目しているかを見い出

海外からの来日観光客︑訪問客が日

じっくりと 考 察することによって︑

ように語った︒
﹁日本の中古レコード

ディスクジョッキーが登 場し︑次の

番 組では︑来 日 し たイギ リスの

理解をした︒

進んでいく中で︑徐々にその理由を

えた︒

持つ拡がりと奥行きの素晴らしさに

め︑文化の奥行きを更に深める努力

自覚し︑自らのアイデンティティを深

日 本の文 化をどのよ うに日 本 人が

店の中古レコードショップが挙げら

渋谷ではなく︑世界的にも誇れる数

あった︒そこでは若者の街としての

まず私が興味を持ったのは渋谷で

五大陸すべてにその視線を向けると

を通して︑世界に関心が大変深く︑

考えてみると︑日本人はその歴史

は︑世界的レベルで品数が多いし︑か

をする事の大切さを感じた事であっ

れていたことであった︒最初︑私はそ

共に︑交流し︑多くの文明や文化を

■渋谷の中古レコードショップ

た︒そして四つ目は︑増えるであろ

の事が正直解せなかったが︑番組が

であろうか？

つ商品が良いので宝物だ﹂と︒何故

うインバウンドの観光客に日本文化

関してであり︑三つ目は︑これから

あり︵図１︶
︑二つ目は︑日本文化の
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順位

都市名

店

内 容

1

秋葉原

ゲームショップ

ゲームボーイ、懐かしのゲーム、
レトロゲーム

2

原宿

スニーカーショップ

オニヅカタイガー
1949 年創業ブランド

3

渋谷

中古レコードショップ

世界的にレコードブーム
渋谷には、15 軒ほどある

4

新宿

文房具店

世界堂

5

京都

武道具店

京都武道センター近くの
東山堂聖護院店

6

上野アメ横

菓子店

免税対応のお店が在り、
5400 円以上買うと消費税が戻る

7

池袋

アニメグッズショップ

池袋東口アニメロード（乙女ロード）

8

浅草

お土産店

仲見世商店街、
浅草寺の近くの Tシャツショップ

漢字 Tシャツ 漢字の文字のデザイン性

9

浅草合羽橋

調理器具屋

調理器具、食品サンプルのお店

キッチン便利グッズ
食品サンプル

10

大阪心斎橋

バック屋

anello
2005 年日本ブランドのバック屋

11

中野

フィギュア店

中野ブロードウェイ
フィギュア店

12

奈良

日本酒店

奈良は古くから清酒を製造

13

銀座

文具・紙屋

鳩居堂、伊東屋

80〜90年代のゲーム（子供から大人まで遊べるゲーム）
中古でも状態がいい
当時リアルタイムで遊んでいた世代が購入
タイ、マレーシア、シンガポール人の来店
タイの前国王プミポン国王が着用
原宿店は、品揃えが豊富 日本限定モデル
綺麗で、品質が良い
帯が付いていて、状態が良い
書類が多い（国内版、輸入のアメリカ版、ヨーロッパ版）
筆ペンの人気（用途別、色、大きさ等々 140 種類）
1 本でいろんな太さで書ける
筆とインクが一体化していて、便利
SNS 等で紹介
大会に出場した海外選手が立ち寄り購入
居合刀、もぎ刀
日本古来の武術道具
味や種類の多さ
安く買える
韓国で発売中止のこんにゃくゼリー ワサビ味の人気
女性をターゲットにしたアニメ専門店が密集
アニメとコラボした飲食店

2015 年中国の人気ドラマで、俳優が使用
口金バックが人気で、大きく開いて使い易い
ポケットが多い
機能性が高い
外国で、アニメが放送されていた
種類が多い
フィギュアのキャラクターの動きの表現
フィギュアのキャラクターの衣類や髪の毛の精巧さ
海外での日本酒ブーム
種類の多さ
季節ごとの違う日本酒がある
ポストカード、便箋、折り紙等の紙製品
デザインの高さ
紙の品質の良さ（薄くて柔らかい）

図１ 世界が驚いたニッポン! スゴイデスネー視察団より

取り入れてきた︒特に日本語の内容

を見ると︑世界中の言葉が取り込ま

れていることを知るのである︒特に

日本人は︑世界中の音楽を楽しんで

いる民族である︒

etc.

ポ ピ ュ ラ ー・ ク ラ シ ッ ク・

○ヨーロッパ

シャンソン

○アメリカ

︶
・ジャ
etc.

etc.

ポピュラー︵ロック・ポップ・

ソ ウ ル・ ラ ッ プ

ズ・カントリー

○南米

サンバ・ボサノヴァ・レゲエ・

etc.

etc.

ルンバ・マンボ・サルサ・タ

ンゴ

○ロシア

クラシック・多民族音楽

ブ ル ー ス・ ジ ャ ズ・ サ ル サ・

○アフリカ

ルンバ等のルーツ

その為に︑世界中から歌手やバン

ドが数多く来日するし︑古くはＳＰ

やＬＰのレコードが多く輸入され︑

日本人を楽しませてきた︒これは音

楽のみに関わらず︑日本には世界中

の文明や文化が︑丸山眞男氏が﹃日

本の思想﹄で語る如く︑まずは元々
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れ︑それらが日本社会のあちらこち
くの日本の武具を展示︑販売してい

次いで︑京都の大日本武徳会の近

達が︑日本の合気道や空手︑柔道を

Ａ︑ＫＧＢ︑モサド︑ＭＩ 5
‑／6 等
の格 闘をその必 須 条 件とする 猛 者

る︒そして全世界で︑ＦＢＩやＣＩ

らに入り込むと同時に︑古いモノは
るお店である︒最近︑日本の武道に

護身用として学んでいるし︑剣道や

■京都の武道具店

蔵の中で大切に眠らせているのであ
対しての関 心が深い︒その理 由は︑

のモノを 蔵に 仕 舞い︑抵 抗 な く 入

る︒しかも物を大切に扱う心がある

槍術にも関心を高めている︒加えて︑

それを幼少の時から見ている外国の

する武 術を 描いているものが多 く︑

り太い線まで書き分ける事が可能な

ば︑筆などは︑一本で極細から︑かな

であるが︑その機能と魅力を世界中

漢字の表現の為には絶好の道具なの
そ うした 状 況が︑日 本の武 道 と

のデザイナー達が知って愛用するよ

のである︒まさに象形文字としての

武具への関心を高め︑来日者がお土

うになっていったようである︒

若者が多い事も人気の要因の一つと

産や自分で使用する為に︑来日して

器具

■浅草では漢字のＴシャツと調理
る︒しかし︑中国の少林寺や太極拳

実は︑浅草が取り上げられていた

武具を購入しているものと考えられ

思われる︒

日本のマンガ︑アニメで忍者を始めと

次の如くであろう︒

と︑その中での忍者等︑日本

③ 漫画︑アニメ等の世界的流行

効果の認知

術としての在り方と実際の

② どちらかというと保身の武

の礼儀とその精神性への関心

①﹁礼に始まって︑礼に終わる﹂

ので︑古いモノも新しいモノも大切に
扱われたり︑長い間保管されている
事が多い︒
例えば︑中国の古い布︵古巾︶な
多く残されていると言うし︑仏教の

どは︑中国本土よりも︑日本の方に
お経等も日本の方がその保存量が多
いよ うだ︒中 国は︑
﹁焚 書 坑 儒﹂を
始めとして︑
﹁文化大革命﹂のように

武術の描写の多さ︑巧みさ

と比べるとまだその世界人口は少な

が︑浅草寺の前の仲見世通りの人気

体制の変換に伴い︑その前の存在を

実際に柔道を見てみると︑日本は

い事も事実である︒もう少し頑張っ

④ その他

しかし日 本では︑中 国の多 くの鏡︑

発祥の地ながら︑その人口は既に第

の一つは︑私の事 前の予 想とは異な

消 去してしま う 事が多いのである︒
唐鏡︑漢鏡が熱田神宮の宝物殿に収

て︑それを広めたいものである︒

あったが︑買っていく人々は︑その芸

三位に落ち込み︑しかも一位との差

もう一つ例を挙げると︑銀座の鳩

術性に興味を示すのだそうである︒

納されているのである︒

居堂や︑伊東屋︑新宿の世界堂であ

実に文字でありながら︑何かコミュニ

り︑何と漢字で書かれたＴシャツで

る︒そこでは日本独自の紙や︑筆︵筆

ケーションのツール以上の感情を揺

■日本の文房具を新宿や銀座で

記 用 具︶
︑そして文 房 具が売られて

り動かされるとの事であった︒確か

１ ブラジル ２００万人

いる︒そこでは日本の文化の中核を

に書道家ではなくても︑そうした感

万人

なす文字を書く︑それも象形文字と

情を強く抱いた経験は多くの人々に

２ フランス

しての漢字を書くという事と共に︑

あった事であろう︒

万人

ブラジル︑フランスは︑日 本より

その道具の持つ独自の機能性︑例え

３ 日本

柔道を習う人口が遥かに多いのであ

は大きい︒

その点に関して︑万世一系の天皇
制 を 有 する 日 本は︑かつて丸 山 眞
男氏や祖父江孝男氏が指摘した様
な 独 自の文 明︑文 化の取 り 入れ方
をし︑ある面で文明︑文化のサラダ
ボールのように︑五大陸の文明︑文
化の多くを︑その体内に保持してい
る︒その一つの表れが︑渋谷の中古レ
コードショップであったのだろう︒

リカ

その他︑オランダ︑ロシア︑アメ
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道具のお店がスラリと並んだ合羽橋

トがあった︒それは調理器具︑調理

その浅草には︑もう一つ人気スポッ
デンマーク人であった︶

た外国来日者は︑エビを良く食べる

という便利なモノである︒
︵紹介され

ことであるが︑ポケットの数が多く︑

縫製︑デザインの良さはもちろんの

日本製のカバンが人気である︒その

が︑そこにも実に多くの外人観光客

横の近くに１００円ショップがある

この番組とは関係は無いが︑アメ

はさみひとつをとっても︑実に多種

で溢れている︒何が魅力的なのか？

く︑使い易いという事がその人気を

多様が陳列されており︑先ず目を奪

収納が多く︑取り出し口の間口が広

クターを秋葉原や中野で

生み出しているようだ︒もちろん︑

い︑楽しませ︑その中から選んで︑気

■ア ニ メ︑漫 画︑ゲ ー ム の キ ャ ラ

ているお店では︑本物と見間違える
また秋葉原では︑昔のゲームの定

日本製の生地︑ファスナーの品質の

商店街である︒食品サンプルを扱っ
ほどの蝋やビニール樹脂によるサン
番の中古品を買うお客であり︑中野

既にアメ横は︑国 際 化していて︑

プル商品が展示︑販売されているし︑

横である︒そこには数軒の駄菓子店

日本人が経営しているお店だけでな

に入ったものを買っていくのである︒

があるが︑そこで高い値段では無い

く︑中 国 人︑韓 国 人︑印 度 人︑ベト

良さ︑機能性︑デザイン性もその背

ム︑アニメ︑漫画に︑どうしてそれ程

が︑大量に買って帰る人が多いのに

ナム人︑メキシコ人 等々︑世 界 中の

のブロードウェーは日本のゲームや

のファンが多いのか？日本の小説は︑

は驚いた︒アメ横は︑私の事務所や

人々が集まってくる観光客や︑買い

実際に自分で作る事も出来るスタジ

一部ファンを除いても︑それ程の人気

住居からも近いので何かと寄る事も

物客にビジネスを行っている国際化

本当にお店の中は一つのものの派生

にならないのに︑ゲーム︑アニメ︑漫

多いが︑みると本当に菓子店には観

進行地区なのである︒外国人が来る

景に控えている︒

画は世界の人々の心を捉えるのか？

光客が多い︒その購入者達は︑日本

だけでなく︑外国人が外国人に向け

アニメ︑漫画のキャラクター人形や

その分 析は︑日 本 文 化の本 質を 浮

の菓子の種類の多さ︑質の良さ︑ま

てビジネスを多様に展開している街

オもあり︑世界中の人々の関心が寄

かび上がらせる一助になると 共に︑

た安 全であることを 述べる 人が多

商品が多く︑見て歩くだけでも楽し

増々これから︑その分野を世界に活

かった︒以前︑私が名古屋中京地区

いし︑ショッピングに高揚感を持たせ

が在ると同時に︑質の良い包 丁や︑

性化させていく鍵を与えてくれる︒

になっているのだ︒どうであろうか︒

また興味深い例として︑上野アメ

耐久性のあるステンレスの調理器具

■日 本 ブ ラ ン ド の ス ニ ー カ ー ︑

で︑日本有数の菓子の卸問屋の全国

我々日本人にとっては︑若干視界の

■日本の雑貨や駄菓子をアメ横で

等︑来日者の目を捉えて離さない商

バックを原宿や心斎橋で

大会で講演をした時に︑その展示販

外にある品々やサービスが外国から

プラモデル︑衣装を喜んで買って帰

品だらけなのである︒ＴＶで紹介さ

また原宿のスニーカーショップオ

売会場を見て︑菓子がこんなにも種

のお客様の心を捉えているのである︒

る来日者の姿であった︒日本のゲー

れた来日者が購入したものは︑はさ

ニヅカタイ ガ ーでは 独 自のスニー

類が多いのかと驚いた経験があるが︑

こ うした事をもっと 理 解する 事に

ディアたっぷりで︑便利な調理器具

みの刃が円形に一部なっているもので

カーが特にタイ人に大人気である︒

まさにアメ横の駄菓子店は︑格好の

よって︑
〝クールジャパン〟の質も 上

せられている︒また実に多様なアイ

あった︒それはエビの背中の皮をむ

これは逝去された前国王プミポン国

ショールームであるし︑売り場でも

る売り場となっている︒

くはさみで︑エビの身に沿って切れる

王が愛 用していた故のようである︒

がっていくであろう︒
︵続く︶

では︑
“anello”

ある︒

大阪の道頓堀にある
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