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1 はじめに 

これまで多くの自治体が地域の文化財を中心とした

事物をディジタル化し、DVD や Webを通じて公開を進

めてきた。地域の歴史や文化的営み，自然や街並みを，

俯瞰的な視点から客観的に眺めることができるような

環境が整いつつある、ということである。 

しかし、一方では、作られた「コンテンツ」が想定さ

れていた通りには、産業振興につながっておらず、所謂

文化事業としての成果に留まっている傾向が強いこと

はいなめない。 

それでも，文化財などの事物のディジタル化が生み出

したものは大きい。ディジタル化によって地域に潜在化

していた事物が顕在化して多くの人の目に触れること

で、人々が触発され、地域の再発見が進んでいる事の重

要性も看過できないものがある。 

 そこで、本稿では筆者らが推進してきた、函館にお

けるデジタルアーカイブスのこれまでの取り組みに触

れながら、函館市の産業振興セクタと観光産業関連企業

が一体となって取組んだ「五稜郭築造 150 年祭」で用い

た誘客のための宣伝・広報手法であるメディアミックス

と、事業の核の一つとなったリトファスゾイレ（円柱型

広告塔）の設計と実装とその成果について述べる。 

メディアミックスとは、放送や新聞、雑誌等のマスメ

ディアに事業内容を取り上げてもらう為の各種広報活

動に加え、ポスターやチラシ等の宣材配布や街頭への掲

示、街路灯へのフラッグの掲出、バスや電車のラッピン

グ広告の掲出を含む多種多様な媒体を総合的に用いる

宣伝・広報手法の事をいう。 

リトファスゾイレは、ヨーロッパを中心に、都市景観

保全を積極的に誘導している都市において、看板やポス

ター等の宣材が無秩序に掲出されることを防止するた

めに考案されたもので、広く普及している。デザインコ

ントロール（掲出物の色や内容について一定のルール）

が施されたを課す）ポスターやチラシが集約掲出され、

街路に一定の秩序と美しさを演出している。 

 

2 地域デジタルアーカイブ 

2.1 函館の図書館コレクション 

	 まず、本稿で紹介する試みのベースとなった取り組み

を紹介する。 

	 川嶋らは、2003年より市立函館博物館（現、函館市中

央図書館）館長の依頼を受け、図書館が所蔵する資料の

ディジタル化に関する検討を行っている。［1］ 

	 同館のコレクションの特徴の一つは、古写真であり、

最古の写真には 1854年のペリー艦隊の来航時まで遡る。

幕末には函館に写真師田本研三が登場し、土方歳三の肖

像写真など、多くの写真記録が残されている。人物や建

物、風景パノラマ写真が撮影されている。 

	 古写真の他に、同館が所蔵するコレクションには、絵

葉書、古文書、古地図、絵画、新聞、雑誌、商業ポスタ

ー等、さまざまな形態の地域の歴史を語るうえで重要な

資料が、収集され保管されてきた。 

2.2 函館圏地域デジタルアーカイブス 

	 函館市と周辺地域を含む函館圏には、函館コレクショ

ンと呼ぶべき歴史文化資料が残っている。これらを、以

下の３つのクラスに分類［2］してデジタルアーカイブ

化が進められてきた。 

(1)すでにアーカイブ化された資料のデジタル化 

(2)ディジタル技術を活用した収蔵物のアーカイブ 

(3)ディジタルデータを収集対象としたアーカイブ 

	 川嶋らは、函館市中央図書館の資料について(1)(2)を推

進するとともに、独自に(3)の取り組みも行っている。こ

れらの成果は、「函館市中央図書館デジタルアーカイ

地域デジタルアーカイブスを活用した観光振興 
－五稜郭築造 150年祭を契機にしたミュージアムが街に出る仕組みを構築する試み－ 
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ブ」として図１のようにWebで公開されている。［3］

このように資料の公開を行う事で、地域に眠っていた文

化財の顕在化が図られ、観光コンテンツの素材として関

係者に意識してもらう活動が進められてきた。 

	 貴重な資料がディジタル画像に変換されることで、格

段に活用の範囲が広がっている。通常、貴重な資料は館

内での閲覧が原則であり、実物を限られた時間内で調査

しなければならない。手続き上、数千件の資料を館内で

閲覧することは困難であり、Webや館内端末を介したデ

ィジタル資料の閲覧であれば、問題なく対応が可能であ

る。 

	 「函館市中央図書館デジタルアーカイブ」の運用開始

後は、印刷物等への画像データの提供がディジタルデー

タでの貸与で済む。管理業務の大幅な効率化が図られ、

資料利用のハードルが低くなった。函館に関する雑誌記

事での古地図・古写真資料の利用が飛躍的に増え、記事

内容の充実につながっている。 

	 デジタル資料の活用例としては、カレンダー、書籍、

観光パンフレット、会報、会議資料、その他のイベント

案内ポスターなどへの画像データの提供が多い。明治期

の函館の街並みを記録した写真や地図、鳥瞰図風に描か

れた函館の錦絵などが良く利用されている。 

	 雑誌は歴史関係のものが多いが、各種広報誌，観光情

報誌なども含まれ、最近では「街歩き型観光」がブーム

になっており、歴史散策マップなどの制作を通じた観光

客への情報提供が増えている。 

3 観光コンテンツとしての活用 

3.1 五稜郭築造 150年祭の統一的なデザインの設計 

アーカイブ構築者の熱心な普及活動によって、函館圏

において地域デジタルアーカイブスの利用が拡大して

いる事を前項で示した。 

以下では、函館において 2014 年度に官民一体となっ

て取組んでいる観光産業振興に関わる地域デジタルア

ーカイブスの利用事例を紹介する。 

函館を代表する観光地として、重要な文化財として著

名な五稜郭の築造が 150年目を迎える事から、全市的な

取り組みとして「五稜郭築造 150年祭」が企画された。	  

実施にあたり、シンボルマークの募集が行われ、筆者

の一人である蝦名のデザイン案が採択を受け、筆者らが

同祭の統一的なデザインの設計にあたる事となった。 

そのコンセプトは、地域デジタルアーカイブスを活用

して、街歩き型観光を楽しみながら、五稜郭築造時に前

後する函館の歴史を体感できるようにする、というもの

である。 

いわば、ミュージアムの資料を街に出す仕組を作り、

街歩き観光という娯楽の枠組みの中で楽しんでもらお

うという狙いである。 

採択された五稜郭築造 150 年祭シンボルマークは図

２の通り。五稜郭のシルエットを 150 個あしらい、全体

として北を示すコンパスを意味している。図の中心に一

個分の空白を開け，151 年目に相当

する一個のピースを函館市民自らが

嵌め込むことを促し、五稜郭の未来

を築いて行く事を象徴的に表した。 

このシンボルマークを手がかりに、

先に示したコンセプトを同祭に関連

した事業全体のイメージとなるよう

デザインの統一を計る Visual Iden-

tity 手法（以降 V.I.と表記する）を

導入した。 
	 V.I.とは、シンボルマークを法人
等が製造もしくは所有する総ての人

工物に掲出し、イメージの統一を図

るデザインの設計手法の一つである。

今回は、同祭の実行委員会内にデザイン制作部会を設置

し、筆者が V.I.の運用を行う責任者であるアートディレ
クターとなり、全体のデザイン監修を行った。 

3.2 メディアミックス 

筆者が最初に着手したのは、ポスター（図３）や街路

灯に掲出するフラッグ（図４）等々である。以下に示す。 

ポスターにはシンボルマークをあしらい、五稜郭築造

時の設計図面をレイアウトし、シンボルカラーの紫色を

全面に用いた。フラッグも同様のデザインとし、主要駅

の JR函館駅から五稜郭に至る主要経路にある街路灯に、

図  2 

図  ３  図  4 



情報処理北海道シンポジウム 2014 

観光客の誘導を図る事を目的にイメージが途切れる事

の無いように連続して掲出した。 

また、各種のノベルティの活用を図った。代表的なも

のとして、発売地を限定した麦酒缶（図５）や、街歩き

型観光を楽しむ観光客が良く利用する路面電車用一日

乗車券（図６）にも展開した。この一日乗車券は同祭が

本格化した 2014年６月の１ヶ月間で 5085枚を売り上げ

ている。 

こうした各種媒体への

展開がマスメディアへの

同祭に関連した記事の掲

載や、TV番組での紹介へ

とつながった。 

また、街歩き型観光ス

アーの企画と発売、関連

イベントの開催へと連鎖

していった。 

加えて、市立函館博物

館において、同祭の歴史

的な側面を通観する事を

目的とした「五稜郭築造

と函館戦争展」が開催され

た。 

同展のポスターも勿論

同様のデザインを採用し

た。（図７） 

メディアミックスで目

指していた、ポスターやチ

ラシ等の宣材配

布や街頭への掲

示、街路灯へのフ

ラッグの掲出、公

共交通機関への

掲出を含む多種

な媒体を用いた

宣伝・広報を実施

し、同祭が函館市

における官民一

体のイベントで

あることを市民

や観光客に印象

付けることを試

みた訳である。 

4 ミュージアムが街に出る 

4.1 ミュージアムが街に出る仕組み 

メディアミックスによって、醸成された街歩き観光へ

の興味関心を地域デジタルアーカイブスの活用に結び

つける試みとしてリトファスゾイレの制作と設置を行

った。 

先に紹介したように、函館市には「函館市中央図書館

デジタルアーカイブ」があり、函館の歴史をディジタル

化されたドキュメントや写真で通観できる体制ができ

ている。 

東京大学総合研究博物館ではモバイルミュージアム

と称して収集、研究成果を博物館外に持ち出し、店舗や

企業のエントランスホール等で展示する試みを行って

いる。［4］ 

これは、いわばミュージアム資料を市民に最も近い場

所まで出前し、閲覧を乞う仕組みである。現物展示を主

とするこの方法はインパクトがあり、注目を集めている。 

本項で紹介するのは、上で示したような「ミュージア

ムを街に出す」方法の一つである。異なる点は、地域デ

ジタルアーカイブスが有するドキュメントや写真を用

いて、長期間に渡り（2014年 4月 26日から 2015年 2月

28日まで）屋外に置き、掲載コンテンツと関連の深いポ

イント設置にしているところである。 

加えて、市立函館博物館の「五稜郭築造と函館戦争展」

と併催して、原資料の理解を促す為の現物を展示解説し

ている点である。 

4.2 リトファスゾイレの制作 

	 制作にあたっては、企業・団体の協賛金によっている。

プロデューサーには、同祭実行委員会の事務局長の中野

晋があたり、ドキュメントの編集には、岸甫一（はこだ

て外国人居留地研究会会長）、清水憲朔（同副会長）、

田原良信（箱館奉行所館長）、木村朋希（五稜郭タワー

企画室長）があたり、グラフィックデザインには渡部真

証（クリエイティブエージェンシー	 スタイルシックス）

らが、施工には三好紀行（コジマ店装）らがあたってい

る。	 

	 内容は、土方歳三、榎本武揚ら、開港場として発展し、

幕末期には動乱の舞台となった函館にゆかりの人物の

肖像写真や絵画をメインビジュアルとして、関連の事象

を全部で 30 本のリトファスゾイレにレイアウトしてい

る。	 

	 各リトファスゾイレは、初代箱館奉行の竹内下野守保

徳であれば、五稜郭内の復元された箱館奉行所に、とい

うようにゆかりの場所に設置していった。	 

	 サイズは高さ 2500mm、直径 700mm、800mm、900mm の三

種とし、紙製のボイド管（鉄筋を入れてコンクリートを

打設する建築資材）を用い、雨対策のために上部をプラ

スチック製のキャップで閉じ、屋外の場合はコンクリー
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ト土台を施工して固定し、室内の場合は土台に重りを起

き倒壊防止を図った。(図８)(図９)	 

 
図  8	 箱館奉行所前のリトファスゾイレ  
 

 
図  9 リトファスゾイレの背面は解説面  
 

 
図  10 レイアウトの一例	 箱館戦争の錦絵な
や五稜郭周辺の古地図や関連人物についても

掲載している。  
 
	 デザインにあたっては 3-1 でも示したように、同祭と

してのデザイン的な統一感を作る為に、シンボルマーク

とシンボルカラーの紫と赤のラインを用いている。	 

	 また、30 本が函館市内 17 カ所に点在しているため、

設置場所を示した地図も制作した。（図 10）	 

	 

 
図  10 
 

5 まとめ 

	 本稿では、五稜郭築造 150年祭を契機にした、函館の

地域アーカイブスを観光振興に結びつけるメディアミ

ックスと、V.I.というデザイン手法を組み合わせた試み

を通じてミュージアムが街に出る仕組の構築行った事

について、具体的な事例で紹介した。 

	 観光振興に直結したのか、観光入込数のような数値で

示す事を検討したが、前年とほぼ同様の数値で、差分を

示して本手法の優位性を示す事はできなかった。	  

	 しかし、対象とした街歩き型観光者の増加を示す値と

見なされている路面電車の一日乗車券の販売数が、前年

比で微増であったため、一定の効果ありと類推できそう

である。 
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