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■ ２つのポイント

シリアスレジャーの定義

「アマチュア、趣味人、ボランティアの中核的な活動を組織立てて追求すること。彼・彼女らにとって

大変価値があり、面白く、充足をもたらすものであるため、典型的な場合として、専門的な技能、

知識、経験を組み合わせて習得し、発揮するレジャーキャリアを歩み始める。」

➢ シリアスレジャーはカナダの余暇研究者ロバート・ステビンスが1982年の論文で提唱した概念である。シリアスは「真剣な」「本
気の」という意味であり、アマチュアや趣味人が余暇活動に打ち込む様子を表している。
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昨今のレジャーの動き３

（１）シリアスレジャー

1点目は、シリアスレジャーには個人的興味が反映されている。アマチュアオーケストラ団員やアマチュア写真家
の方々に行ったインタビュー調査では、一見したところ「同じ趣味」をやっているように見える人々でも、具体的に
本人が面白いと感じている対象は様々であった。
また、世の中には「そんなところに楽しみを見出すの？」と思わされるマニアがいることは、バラエティ番組等でもたびたび
紹介されている。

2点目は、シリアスレジャーの楽しみ方は時間をかけて発展するものであり、そのためには活動を継続す
る中で「楽しむための専門性」を開発する必要があることである。一般的に「趣味程度」という言葉は、専門性の
低さを謙遜するために使われる。だが、実際には「趣味程度」であっても、初心者や未経験者には分からない楽しみを享
受している。アマチュアや趣味人は、余暇時間に練習や情報探索といった学習行動をする中で、知識や技能があるからこ
その楽しみを形づくるのである。

〈資料：「新しいエンタメ発展の可能性」2022年1月 事業構想オンライン より〉



■ 「楽しみの提供」から「楽しみの創造支援」へ

➢ 普通私たちは「エンタメ事業とは、人々に楽しみを提供する活動である」と捉えている。だが、シリアスレジャーの観点から
見た場合、楽しみを創造するのはあくまで人々の側であると考えられる。 映画を観ている時、スポーツをしている

時、個々人が何を楽しんでいるのかは究極的には本人にしか分からない。この時、事業者側が行っているのは、楽しみその
ものを提供するというより、むしろ、楽しみを創造するための素材や道具、機会を提供することだと言える。

➢ 同時に、シリアスレジャーは、楽しむことが簡単ではないことも示唆している。人々はどんな場合でも楽しみを創造できるわけで
はない。楽しむために必要な知識や技能、自分なりの楽しみ方を試行錯誤できたりする環境に置かれて初めて、楽しみを創造

できる。これらを踏まえると、「エンタメ事業とは、人々による楽しみの創造を支援する活動である」という捉え方
も可能になる。このようにエンタメ事業を再定義することで、新たな製品やサービスの種が得られないだろうか。

■楽しみ起点の社会参画

➢楽しみの創造支援は、ビジネスだけではなく地域社会の課題解決にもつながる可能性がある。例えば、サウナ
愛好家が使われていなかった蔵をリノベーションしてオープンした「KURA SAUNA」（茨城県結城市）のような事例では、好きな

ことに真剣に取り組んだ結果や副産物として、公共的な価値がもたらされている。楽しみの創造支援によってシリアスレ
ジャーが発展していった先には、こうした「楽しみ起点の社会参画」も起こり得る。

➢ただし、「課題解決のためにシリアスレジャーを利用する」という余暇善用の発想では、おそらく人々を巻き込

むことは難しいだろう。課題解決に必要な作業をトップダウンに設定しても、それに取り組むことが人々の楽しみに一致する
とは限らないからである。

➢ だとすれば、むしろ、「公共的な課題との接点が出てくるまで、人々の楽しみが発展・拡張できるように支援する」という方針が立
てられる。サウナに入るのを楽しんでいるだけならば、空き家に対する興味は育まれないかもしれない。しかし、サウナ作りを楽
しもうとすると、サウナに転用できる建築はあるのか、地元の職人に協力してもらえるか、といった問いの下に、地域との関わり
が生み出される。これを支援する事業は、課題解決を直接的な目的とした「空き家活用プロジェクト」ではなく、楽しみの発展・

拡張を目的にした「サウナ作りプロジェクト」になるはずである。シリアスレジャーは様々な可能性を秘めているが、成
果を性急に求めると、せっかくの楽しみが義務やしがらみになってしまう。楽しみ起点の社会参画は、待つ余
裕の中から生まれそうだ。
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〈資料：「新しいエンタメ発展の可能性」2022年1月 事業構想オンライン より〉
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■自宅で楽しむ一部のレジャーが逆に注目を浴びる

➢ 新型コロナウイルス感染対策のため「ステイホーム」が叫
ばれ、自宅で楽しむ一部のレジャーが逆に注目を浴びる
ケースもあった。

➢ コロナ禍において脚光を浴びたレジャーとして、ゲー
ム、有料動画配信、有料音楽配信、電子コミック・
電子書籍、オンライン講座が挙げられる。

➢ 一大ブームを巻き起こしたのは、感染拡大直前の3月20
日に発売されたNintendo Switch（ニンテンドースイッチ）
の『あつまれ どうぶつの森』である。基本的には『どうぶつ
の森』シリーズのSwitch版であり、これまでの作品が急激

に売れたことはなかったが、外出自粛と巣ごもりのスト
レスが溜まったところに、オンラインの世界で人と人
の繋がりを求める需要が絶妙にかみ合った。

■食事のデリバリーサービス

➢ 外食が落ち込むなかで、家庭での飲食が見直され、

中食や、食事のデリバリーサービスは大きく伸びた。
3密が気になるテーブルサービスの飲食店は厳しいが、
テイクアウトやデリバリーのあるファーストフードは好調で
ある。多くの外食店が急場をしのぐため、デリバリーやテ
イクアウトの取り組みを始めた。

➢ 一方、コロナ禍でも、屋外で3密を気にせず楽しめると、

近年人気が高まっているキャンプやグランピングがさ
らに注目を集めた。

■電子コミック・電子書籍の伸長

➢ 気軽に楽しめる電子コミックは大きく伸びた。電子書籍も
コロナ禍で伸びた。自宅で過ごすことが多くなった若者た
ちに向けて、2020年に作家生活35周年を迎える東野圭
吾氏が7作品限定で、4月24日から電子書籍化を特別解

禁した。学校の休校で、紙の児童書や学習参考書
の需要は顕著にみられ、ネット販売に大きく依存し
た。電子版の児童書が無料公開されるケースも目立った。

■ これからのレジャー産業の動向と課題

〈資料：（公財）日本生産性本部『レジャー白書』2021年より〉

（２）コロナ禍におけるレジャー
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〈資料：「時事通信」2022年９月13日 記事より〉

（３）行ってみたい旅行タイプ
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〈資料：「時事通信」2022年９月13日 記事より〉
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■ ネイキッド×東京タワーのハロウィンマッピングショー

➢ 株式会社ネイキッドは、東京タワーメインデッキ2階北面フロア
にて、2022年9月16日（金）から開催のマッピングショー
『TOKYO TOWER CITY LIGHT FANTASIA ~Halloween 
party 2022~』の演出・制作を手がけている。

➢ 軽快なBGMとともに、白い布を被ったお化けが現れると、魔女、
コウモリ、かぼちゃのお化けたちが、次々とお客様を驚かそうと
する演出。夜景と映像のコラボに迫力のあるサウンドが加わっ
て、メインデッキの空間がハロウィンカラー一色に包まれる。

■物壊しも落書きもOK！ストレス発散にも・REEASTROOM

➢ 「やってはいけないことを、より楽しく、よりFUNNYに‼」というコ
ンセプトの元、できあがった５つの新感覚エンターテイメントが
集まったREEAST ROOM（リーストルーム）。物が壊せたり自由
に落書きできたりと、いままでの概念が吹っ飛ぶような「やって
はいけないことができる空間。

➢ 「REEAST ROOM（リーストルーム）」とは「Release Of Beast＝
野獣の解放」という語源からきているエンタメ施設。シンガポー
ルで流行っていた【物を壊すサービス】に目を付けた社長が、
「アレンジすれば日本でも楽しめるのでは？」と考え、始まった。

➢ ハンマーや鉄の棒など、壊すための道具も置いてある。制限
時間は15分間で短く感じるが、普段使わない筋肉を使いなが
らの全身運動は思っていたより過酷である。

〈出典：「プレスリリース」2022年９月15日 （株）ネイキッドより〉

〈出典：「タビジン」2022年７月19日記事より〉

（４）レジャートピックス

■ 人気のトランポリン施設

➢ 子どもはもちろん大人も楽しめる遊びとして、人気が集まるトラ
ンポリン。多彩なトランポリンを備えた専用の施設も増えており、
人気テレビ番組「嵐にしやがれ」（日本テレビ系）でも取り上げ
られたことで、人気が増えている。

〈出典：「いこーよ」2022年５月30日 記事 より〉
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■ 「サケフェス2022 at 日本の酒情報館

➢ 日本酒造組合中央会は、「日本酒の日」の10月1日、燗酒ワー
クショップ、落語、音楽、ペアリング、カクテルなど新しい日本酒
体験が堪能できる「サケフェス2022 at 日本の酒情報館」を、東
京・虎ノ門にある「日本の酒情報館」で開催する。

➢ 日本酒造組合中央会は、日本酒、本格焼酎・泡盛、本みりん
の全国約1700の酒類メーカーが所属する日本酒業界最大の
団体。「サケフェス2022 at 日本の酒情報館」では、日本酒の
新しい楽しみ方を提案する。

■東京ゲームショウ2022、総来場者は13万8192人

➢ リアル会場を含むハイブリッド
開催となった東京ゲームショウ
2022は、37ヵ国・地域から605の
企業・団体が出展。

➢ リアル会場の展示などと合わせ
ビジネス商談も行われ、
“TGSビジネスマッチング
システム”を活用した商談は1,695件となった。

➢ オンラインでは、基調講演や日本ゲーム大賞各部門の発表授
賞式、出展社のプログラムなど全37番組を配信。YouTube、
Twitter、TwitchなどのTGS公式アカウントや、ニコニコやSteam
のTGS特設ページなどのプラットフォームで配信したほか、中
国向けにはDouYu、bilibili、HUYA、欧米向けにはIGNと連携し
た配信も行われた。

〈出典：「農業協同組合新聞」2022年９月12日 記事より〉

■ 累計来場者20万人超！日本最大級の占いフェス

➢ 2017年1月の初回開催から12回
目の開催となる今回の「占い
フェス」は、「開運デトックス！」を
テーマに心身ともに”スッキリ”
する体験を集めた。

➢ 「占いをもっと気軽に楽しんで
いただきたい」そんな想いから
始まった占いフェスは、
2017年1月「ラフォーレ原宿」での開催を皮切りに「表参道ヒル
ズ」や「六本木ヒルズ」等、様々な場所とテーマで開催し累計20
万人以上に上る。

〈出典：「プレスリリース」2022年６月28日 ㈱ザッパラス より〉

■国内メタバース市場は2026年度に1兆円超え。

➢ 矢野経済研究所は2022年9月21日、メタバースの国内市場動
向に関する調査結果を発表した。同調査では、仮想と現実を
融合したインターネット上に構築された３次元の仮想空間で、
ユーザー同士が自身のアバターを操作して交流したり、さまざ
まなサービスやコンテンツを利用したりできる環境のことをメタ
バースと定義し、ゲーム専業のサービスは対象外としている。

➢ 先行して国内メタバース市場をけん引するのは法人向けで、
まずビジネス用途のサービスが普及し、以降、消費者向け市
場に浸透していくと予測する。2020年から2022年にかけて複数
のメタバースプラットフォームが立ち上がり、大手企業もメタ
バース市場に次々と参入。

〈出典：「ファミ通」2022年９月18日 記事より〉

〈出典：「Itmedia」2022年９月22日 記事より〉
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■かざすAI図鑑「LINNE LENS」で水族館に新たな楽しみ

➢ かざすだけで一瞬で生物名が表示されるAI図鑑アプリ。国内
水族館の大部分の生き物に対応。水族館や動物園オリジナル
の解説表示も可能で、園館
ごとに異なる飼育員目線の生物情報の提供も可能。

➢ AI＋水族館の新しい楽しみ方を提案。

■ なぜかモテる 年齢不詳のウミガメ、産んだ卵4867個

➢ 名古屋港水族館で飼育されているアカウミガメが今年も卵を産
んだ。1991年に静岡県の焼津沖で定置網にかかり、館にやっ
てきたため、年齢不詳。

➢ これまでに産んだ卵は4867個を数える。アカウミガメが一生に
どのくらいの数の卵を産むのかは分かっていない。最先端のウ
ミガメ研究に貢献する偉大な母の名は「CcW―06」。通称で「6
番」と呼ばれている。

■ 水圧で海面から浮かび上がる「フライボード」体験できる

➢ 三重県紀北町の城ノ浜海水浴場で１６日、海開きが行われた。

➢ 管理・運営会社「紀伊長島レクリエーション
都市開発」が海上安全を祈願。続いて、
水圧で海面から浮かび上がる「フライボード」や、立ったままパ
ドルをこいで進む「スタンドアップパドル
ボード（ＳＵＰ）」の模範演技が行われた。

➢ 海水浴場の営業は８月２８日まで。
フライボードとＳＵＰのほか、バナナボート、
ウェークボード、モーターボートクルーズ
なども体験できる。

➢ ＳＵＰの体験は来月１日からで、１０月まで
体験できるものもある

■ おすすめのシーウォーク体験

➢ 専用のヘルメットを装着して
海中散歩が楽しめる
シーウォーク。海の中の
散歩をはじめ、熱帯魚や
サンゴ礁を鑑賞したり、
熱帯魚の餌付けができたり、
水中撮影を楽しんだりできる。

➢ 顔が濡れることがなく、メガネを
かけたり化粧をしたりしたまま気軽に楽しめるため、初心者の
方や泳ぎが苦手な方、子供から年配の方まで人気のマリンア
クティビティ。

〈出典：「朝日新聞」2021年７月３日 記事より〉

〈URL：https://lens.linne.ai/ja/より〉

〈出典：「読売新聞」2022年７月25日 記事 より〉 〈出典：「ウィークルマガジン」2022年３月17日 記事より〉
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■観光の新定番「ヘリコプター遊覧」が人気急上昇

➢ コロナ禍になって2年、国内
旅行の楽しみ方が少しずつ
変わってきている。そのなか
で近年話題になっているのが
「ヘリコプター遊覧」だ。

➢ ㈱AirXは東京や大阪など
主要都市エリアを中心に
ヘリコプター遊覧「AIROS Skyview」を実施しているが、年間1
万人以上の人がフライトを体験しているという。

➢ その利用者はプロポーズ、記念日、友人や家族との旅行など
を目的とした“一般の人”が大半だという。

■ 生身で空を感じられる乗り物「熱気球」

➢ 熱気球という乗り物の魅力は、熱気球特有の「ふわ～」とした浮
遊感と「非日常感」を味わえること。

➢ 熱気球イベントのシーズンとなる秋。毎年11月にアジア最大級
のバルーンフェスタ「インターナショナルバルーンフェスタ」が
佐賀県で開催される。そこで見られる、100機の熱気球が一斉
に離陸する景色はファンタジー映画さながらの絶景である。

■空港で開催される「空の日」イベント

➢ 航空への理解や関心を高めることを目的に、9月20日を「空の
日」と定め、全国の空港で9・10月に、さまざまな関連イベントが
開催される。

〈出典：「Fly team ニュース」2022年10月３日 記事より〉

■集めて楽しむ JAL、「御翔印帳」発売

➢ 日本航空(JAL)・JALUX・JTBは2022年9月23日から、「御翔印」
と「御翔印帳」を発売。

➢ 歴史ある御朱印をアレンジし、「国内の各空、さらに世界にも広
めたい」という想いから、空を自由に飛び回る「翔」を使い、空
の御朱印として「御翔印」と命名した商品。

➢ 9月17日(土)の羽田空港の空の日フェスティバルでは、羽田空
港の「御翔印」と「御翔印帳」が先行販売された。

〈出典：「Fly team ニュース」2022年９月20日 記事より〉

〈出典：「yahooニュース」2022年６月10日 記事より〉

〈出典：「KINTOマガジン」2022年７月８日 記事 より〉
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■ 「ドローンサッカー」の大会 宮崎市で開催

➢ 「ドローンサッカー」は、
プラスチックで覆われたドローンを
円形のゴールにくぐらせて得点を
競うスポーツ。

➢ 宮崎市で初めて開かれた大会
には、14日までの２日間におよそ
300人が参加。悪戦苦闘しながらも
ドローンを器用に操り、
ゴールを目指した。

➢ また、宮崎市の宮崎情報ビジネス医療専門学校は２０日、
ドローンをボールに見立てて行う競技「ドローンサッカー」を県
内で初めて授業に導入し、報道向けに公開した。

➢ 「ドローン＆ＩＴコース」の授業で活用。ドローンを円形ゴールに
くぐらせると得点。生徒たちは、機体同士を激しくぶつけながら
ゴールを奪い合い、操作方法を学んだ。

➢ 世界大会があるなど今後の盛り上がりが期待される競技で、
「将来は学校のチームをつくり出場を目指す」と同校。本県か
ら日本代表を輩出し、飛躍する日を期待している様子。

■一般社団法人ケアeスポーツ協会

➢ 一般社団法人ケアe スポーツ協会は、この「eスポーツ」を高年
層が明るく健康で、活発的な生活を送るための健康増進ス
ポーツとして「ケアeスポーツ」と名付けた。

➢ 当団体は、高年層が「ケアeスポーツ」に気軽に取り組める環境
を整えることを目標に、日々活動している。

➢ また、活動の一環として、福祉施設入居者による将棋やオセロ
のトーナメント戦「あみーご倶楽部杯」を開催している。

➢ 2022年6月14日「第４回あみーご倶楽部CUP決勝大会」が
大盛況ののちに終了した。今回の種目は「オセロ」と「将棋」の
２種目で、予選を勝ち抜いた選手たちの熱い闘いが繰り広げ

られた！

〈出典：「宮崎放送」2022年８月15日、「宮崎日日新聞」７月21日 記事より〉 〈出典：「一般社団法人ケアeスポーツ協会ホームページ」より〉
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