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小特集①

「ポケモン GO」が起こした波紋
はじめに
2016 年夏に配信が開始されたスマートフォン向けゲームアプリ 「ポケモン GO」 （正式名称
は 「Pokémon GO」） は、宗教界にもさまざまな問題と議論を呼び起こした。 本小特集では 「ポ
ケモン GO」 をめぐる争点を整理しつつ、 日本国内を中心とした宗教界の反応を概観する。
「ポケモン GO」 の特徴は、 スマートフォンの GPS を用いてゲーム内の地図に現実の位置情
報を重ねる AR （Augmented Reality ： 拡張現実） にある。 また、 「ポケモン GO」 は、 「ポケ
モン」 （ゲーム内に生息する生き物） を捕獲 ・ 育成し、 ユーザ同士で対戦することを目的とし
ている。 そこでゲームユーザは、 ポケモンと遭遇するため、 またポケモンを捕獲 ・ 育成するア
イテムを取得するため、 ならびに他ユーザと対戦するために 「ポケストップ」 や 「ジム」 へ向
かう。 ポケストップやジムは現実世界のモニュメントや施設に重ねて設置されているのだが、 施
設をポケストップなどに指定することについて、 運営会社は施設側の了解を得ていない。 その
ために、施設管理者の意にそぐわない訪問者が訪れ、多くの施設から 「ポケモン GO」 の禁止・
自粛要請が出された。 以下、 慰霊 ・ 宗教施設について、 禁止 ・ 自粛の事例をケース別に確
認する。
1． 禁止 ・ 自粛要請を行った慰霊 ・ 宗教施設
まずは記念碑 ・ 慰霊碑の事例から確認しよう。 平和記念公園を管理する広島市が 「慰霊 ・
鎮魂のための聖域としての静けさや雰囲気を失わせる」 として、 原爆資料館を含む園内をゲー
ムの対象範囲から外すように、 7 月 26 日、 運営会社にメールで要請した （中国 ・ 広島 7/27、
毎日 ・ 東京 7/28 ほか）。 他の慰霊施設としては、 日航ジャンボ機の墜落事故現場である群馬
県上野村の慰霊碑について、 施設管理者が 「遺族や関係者に迷惑が掛かるなら、 設定解除
の要請を検討する」 とした （スポーツ報知 ・ 東京 7/29 ほか）。 このように、 施設の目的が 「ポ
ケモン GO」 と折り合わないケースで禁止要請が出される。
それでは、 寺社に類する宗教施設の場合はどうであろうか。 記念碑や慰霊碑と同様、 宗教
施設もまた全国のいたる場所で 「ポケモン GO」 に利用されている。 先に挙げた慰霊碑のよう
に、 宗教施設もまた 「聖域」 であり、 静謐を必要とする場面が多々あることは直ちに了解され
るであろう。 しかし、 宗教施設の役割は 「聖域」 の確保のみに留まるのだろうか。 宗教施設が
慰霊碑に比して多様な解釈を孕む場所であることもまた、 紛れもない事実であろう。
「ポケモン GO 来山に寺院の対処法」 と銘打たれた特集が 『月刊住職』 （2016 年 9 月号）
で 8 頁に渡って組まれたことを筆頭に、 今夏は宗教界においても 「ポケモン GO」 に対する関
心が高まった。 普段は宗教に関心を示さない若年層を中心に寺社が賑わう事態を目の当たり
にすれば、 当然のことであろう。 施設への来訪を歓迎するケースも見られるが、 増加した来訪
者の目的は 「ポケモン GO」 であり、 必ずしも参拝を伴うものではない。 こうした目的の齟齬の
他にも、 宗教施設側が来訪者に難色を示すケースは多岐に渡る。 各宗教施設では 「ポケモ
ン GO」 を容認するか、 それとも排除するか、 排除するならば何を理由とするかについて様々
な見解を提示しているため、 禁止理由ごとに区分して宗教界の反応を確認していく。
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i） スマートフォンの使用が危険視される場合
「ながら運転」 と同様、 「歩きスマホ」 の危険性は一般に認知されるところであり、 これを理由
に 「ポケモン GO」 の禁止に踏み切るケースが見られる。 785 段に渡る急勾配の石段を有す
る金刀比羅宮 （香川県高松市） では、 転倒 ・ 転落の怖れがあるとして、 リリース早々に境内
での 「ポケモン GO」 を禁じる看板を設置した （四国 ・ 高松 7/24）。 また、 施設内での利用
あとまつり
を禁じるものではないが、 「ポケモン GO」 リリース直後の 7 月 24 日に行われた祇園祭 ・ 後祭
の山鉾巡行では、 危険性を考慮して来訪者に注意喚起を行った （読売 ・ 大阪 7/23）。
ii） 立入禁止区域への侵入を戒める場合
最も明快な禁止理由として、 以前から立ち入りを禁じていた場所への侵入を防ぐものが挙げ
ウ タ キ
られる。 沖縄県石垣市川平の御嶽は年間 26 もの神事が行われる神域であり、 以前から立て
看板で許可のない立ち入りを禁止していた。 それにもかかわらず、 「ポケモン GO」 のリリース
以来、 御嶽に勝手に入り込む観光客がいるとして、 7 月 28 日、 氏子らが周囲にロープを張り
巡らせるなどの措置をとった （八重山毎日 ・ 石垣 7/29）。 また、 境内全体が国の史跡に指定
されている宇佐神宮 （大分県宇佐市） では、 文化財保護を主な理由として 「ポケモン GO」
の自粛を参詣者に呼び掛けた （大分合同 ・ 大分 7/28）。
iii） 周囲からの苦情に応える場合
上野公園は都内でも特にポケストップが密集している場所であるが、 9 月 18 日、 「ポケモン
GO」 リリースから約 2 ヶ月を経て、 園内の弁天堂境内での利用が禁止された。 同堂では以前
から、 境内にゴミが捨てられたり、 堂が閉まる夜間に長期滞在しながら騒ぐ人がいたりと、 参拝
者からの苦情が相次いでいた。 そのためゲームの利用禁止は 「やむを得なかった」 と、 同堂
を管理する寛永寺は述べている （読売 ・ 東京 9/22 ほか）。 「ポケモン GO」 は容認しながらも、
ポイ捨てや深夜徘徊のようなマナーの欠如に悩まされる寺社は多い。 注意喚起や見回りなど
の対策も功を奏さず、 参拝者や近隣住民からの苦情を受けて禁止するケースと言える。
iv） 施設の聖性を遵守する場合
これまでの例に比して、 宗教界ならではの禁止理由と言えるだろう。 国内でいち早くこの立
場を表明した有名寺社には、 出雲大社が挙げられる。 同社は 「ポケモン GO」 の配信日であ
る 7 月 22 日午後、 境内での利用を禁止する文をホームページに掲載した。 担当者は 「歩き
スマホ」 の危険性に触れながら、 神社は 「神聖な空間」 でもあるため、 「お参りの目的を忘
は く い
れないで」 と話している （読売 ・ 大阪 7/23）。 また、 気多大社 （石川県羽咋市） も同日、 危
険であることを理由に境内での利用を禁止するポスターを掲示。 加えて翌 23 日、 拝殿がポケ
モンを対戦させるジムになっていることを問題視し、 運営会社らに改善を要請した。 同社の三
井権宮司は 「神前で戦うというのは考えもの。 ゲーム目的で人が多く集まると、 参拝客の迷惑
にもなる」 と言う （読売 ・ 東京 7/24）。
仏教界に目を移すと、 本山から全面禁止の通達を出したのは真言宗智山派および曹洞宗で
あり、 それぞれが各寺院に対して注意を喚起した。 なお、 真言宗智山派教化部時局対策課は、
ちしゃくいん
8 月 5 日付で、 総本山智積院のホームページに本山の意向を掲載している。 同院の声明か
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ら一部を引用すると、 「智積院は僧侶修行の場であり、 一般社会の喧騒を離れ心静かに過ご
して頂く為、 参拝者の事故などを未然に防ぐ意味でも配信元に削除申請を出し 〔…中略…〕
『ポケモン GO』 の使用に限らず、参拝目的以外の境内への侵入は固くお断りさせて頂きます」
としており、 同院の境内にも全面禁止の張り紙を掲示している （月刊住職 9 月号）。 上記声明
は、 寺院の意味付けと来訪者の目的を明確に限定したものであると言えよう。
傘下の寺社を巻き込みながら 「ポケモン GO」 禁止を謳うところは少ないため、 基本的には
各寺社に対応が委ねられている。 同様に現場においても、 多くの寺社では境内でのゲーム使
用は参拝者のモラルに任せられていると言える。 そのため、 施設の管理者の中には、 ゲーム
に起因するものであっても境内が賑わうことを是とする者もいる。 ただし、 「ポケモン GO」 への
対応が一元的になされない場合は、 宗教施設に多様な解釈が加えられる事態が生じるだろう。
何かの記念や慰霊の碑であれば、 それらに則した解釈から大きく外れることはない。 しかし寺
社の場合は、 場所解釈の幅が慰霊碑などに較べてより広いことが予想される。
一例だが、 射水神社 （富山県高岡市） を訪れた人が、 境内で 「ポケモン GO」 に興じる人
びとを見て以下のようにコメントしている。 「異様な光景。 迷惑はないが神社の雰囲気がいつも
と違った」 （富山 ・ 富山 7/24）。 コメントからは、 いつもの神社が 「異様な光景」 に映り、 また、
神社の雰囲気が変容させられていることが理解される。 「異様」 かつ、 形容しがたい何かであ
るが、いつもの神社ではないことだけは明言された。 こうした報道からは、ただの集客目的で 「ポ
ケモン GO」 と付き合うことが許されない宗教界の状況が看取されるだろう。
本項で確認したように、 宗教界に限っても禁止理由は様々である。 ここでは取り扱わない
が、国外ではまた異なった論理から 「ポケモン GO」 を禁止する例が見られる （本号国外記事、
カンボジア ・ マレーシア ・ インド ・ サウジアラビア参照）。 禁止 ・ 自粛要請が多く報道されるた
めに、 「ポケモン GO」 にまつわるネガティヴな面が目立つことは否めないが、 次項にて 「ポ
ケモン GO」 にまつわるポジティヴな例にも目を向ける。

2． 聖性の喪失か、 新たな 「聖地」 の創出か
「ポケモン GO」 の活用については、 鳥取砂丘を 「スナホ ・ ゲーム解放区」 とした鳥取県知
事による宣言や、 震災を経験した岩手 ・ 宮城 ・ 福島、 そして熊本が運営会社と提携して観光
振興を行うといった取り組みが注目されている （読売 ・ 東京 ・ 夕 9/28）。 また、 名古屋市の
つ る ま
鶴舞公園は、 上空から見るとポケモンを捕獲するアイテムである 「モンスターボール」 に似て
いることから 「聖地」 とされ、 一躍有名になった。 その他、 ポケストップが密集していたり、 レ
アリティの高いポケモンが出現したりする場所には多くのユーザが集まり、 にわかに 「聖地」
化する事例が見られる （朝日 ・ 東京 7/25 ほか）。
また寺社においても、 「ポケモン GO」 のブームで大きな集客効果があったことは疑いない。
特に地方ではポケストップなどに指定されているモニュメントが顕著に少ないため、 ユーザが自
然と寺社に集まってくるという現象が起きている。 先に挙げた 『月刊住職』 では 「お寺が行う
イベントの何倍も効果がある」 「千載一遇のチャンス」 という表現で、 積極的な活用を勧めるコ
メントが掲載された。
『月刊住職』 の特集からユーザを受け入れて評判になった寺院を紹介すると、 スマートフォ
ンの充電器を境内に設置した例や、 ある寺の住職がツイッター上で、 寺に集まった子供たち
がワイワイガヤガヤとし、 悪さをしたらそれを正すことが 「寺のあるべき姿」 だと呟いた例がある。
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また、 深夜徘徊やポイ捨てを誡める掲示にしても、 深夜には 「レアポケモンは出ませんが、 リ
アルゴーストが出てきますので境内に入らないでください」 といったものや、 ゴミを捨てると 「お
寺の職員とリアルバトルになります」 という表現の秀逸さが讃えられる例があった。 神社界にお
いても同様で、 神宮広報室広報課が NHK の取材に対して 「神宮の中では生き物を捕まえる
ことはできませんし、 人の入れない場所もあります。 森の中にいるポケモンは捕まえずに、 で
きればそっとしておいてあげてほしい」 と、 神道の世界観を敷衍しながら 「ポケモン GO」 を
禁ずるコメントをしたことが、 「ほっこりする」 として話題になった （「伊勢神宮でも 『ポケモン
GO』」 NHK ニュース 7/23 ほか）。 宗教界には宗教界の論理があるため、 施設の場所解釈を
他者におもねる必要はない。 それはもちろんであるが、 上記の例のように、 その論理を分かり
やすく伝える努力も時には必要になるだろう。
8 月末日、 運営会社の担当者が訪問した諏訪大社によると 「運営会社は、 神社を観光施設
と思い、宗教施設とは思っていない。 責任はゲームをする人にあるという認識だった」 という （長
野日報 ・ 諏訪 9/7）。 このように寺社側と運営会社、 それにゲームユーザを加えた三者間で
場所に対する認識がすれ違いを続けている現状では、 今後も同様の問題が繰り返されること
が予想される。 こうした認識の齟齬を埋めることが宗教施設における聖性の護持に繋がり、 ひ
いては宗教施設の持つ多様な価値を知らしめる契機になるものと考えられる。

［文責 ： 今井信治］
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