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芬日妖怪図録展2016
報告書



活動の目的

STEP.1

STEP.2

STEP.3

日フィン両国の妖怪文化を相互に研究する

両国の妖怪を題材としたイラストや漫画や
イベントや国際交流のレポート漫画を制作

コミックイベントに出展しイラストの展示や
漫画の頒布などによる国際交流活動

作品を通じた国際交流活動
両国文化の相互理解促進

海外向けのコンテンツ制作・発信のノウハウ蓄積



芬日妖怪図録展2016
プロジェクト概要

当サークルで発⾏した『芬日妖怪図録』等に収録された
イラスト原画または出⼒印刷を両国の

コミックイベントやコンベンション等で展示

スカンジナビア・ニッポン ササカワ財団の助成を得て
フィンランドより Essi “Perynne” Nopanenが

海外マンガフェスタ（日本）へ参加
図録・漫画の頒布やコミッションプログラムを⾏う

スカンジナビア・ニッポン ササカワ財団の助成を得て
日本の妖怪研究家の第一人者 多田克己 氏が

オウル国際コミックフェスタ（フィンランド）へ参加
図録・漫画の頒布や妖怪の歴史⽂化紹介プログラムを⾏う

Essi “Perynne” Nopanenにより
海外マンガフェスタへ参加及び日本での体験を

リポート漫画として制作・公開



作家紹介

フィンランド最大級のアニメ・TRPGコ
ンベンションTraconのメインビジュアル
を担当。フィンランドのアニメ情報誌
『Anime lehti』にてマンガ連載をする
など、フィンランドのマンガシーンを牽
引する作家の一人。「さんま雲」⽴ち上
げ当初から中心作家として参加している

1961年⽣まれ。妖怪研究家。葛飾北斎
による妖怪画ほか、江⼾時代に描かれた
妖怪画集の解説などを担当。その他に妖
怪関係の著書や雑誌への寄稿多数。また
漫画やイラストの執筆も⾏う。東京では
妖怪にまつわるイベントや一般向けの妖

怪の講義も開催している

Essi “Perynne” Nopanen 妖怪研究家
多田克己



●海外マンガフェスタ●
開催日：2016年10⽉23日
会場：東京ビッグサイト（東京都）

イベント概要：欧州・中米・南米から南東アジアまで世界中のコミックを紹介し、世界中から集まった
クリエーターと直接交流するイベントで、2012年より毎年開催されている。

オリジナルオンリーの自主制作漫画誌展示即売会「COMITIA」と共催により、来場者は合計２〜３万人、
参加作家はコミティアは約5000人、海外マンガフェスタでは19ヵ国から76名と、世界的にも大きなコミッ
クイベントである。

フィンランドからは、当団体さんま雲が2015年から参加しており、フィンランドの作家として来日するの
は今回のEssi “Perynne” Nopanenが初めてである。

開催場所・訪問先

●オウル国際コミックフェスティバル●
開催日：2016年11⽉3〜6日
会場：オウルコミックセンター（フィンランド オウル市）

イベント概要：北欧４ヵ国を中心に世界中のクリエーターが交流する国際的なコミックフェスティバル。
2012年より毎年開催されており、今回はコミックセンターの杮落しも兼ねて盛大に⾏われた。

⼊場無料で、来場者は合計２〜３千人、メイン会場のコミックセンターの他、市内数か所で展示や関連イ
ベントが⾏われた。

参加に至っては、さんま雲が2015年に⾏った妖怪プロジェクト「日フィン妖怪会議」が、国際的なコミッ
ク⽂化の交流として⾼く評価され、運営からプログラムとして招待された。



『芬日妖怪図録』と『芬日妖怪漫画』

『芬日妖怪図録』 『芬日妖怪漫画』

イラストや漫画を用いて
日本とフィンランド両国の
妖怪⽂化を紹介しあう
国際⽂化交流プロジェクト
『フィン日妖怪会議』

フィンランドの⺠族的な伝承や神話にまつわる
「妖怪」に相当する存在を研究し、日本の妖怪
と⽐較することで両国⽂化の理解促進を役⽴て
る為に2015年に制作された

制作にあたっては日フィン両国から合計20人
以上の作家が参加した

『芬日妖怪図録』では
フィンランド妖怪を日本人が
日本妖怪をフィンランド人が
それぞれの解釈で描いている

『芬日妖怪漫画』では
日本の妖怪を紹介する為の漫画や図録製作時に
調査したフィンランド妖怪のデータを元に創作
された漫画が集まった

日本で初のフィンランド妖怪図録



海外マンガフェスタでの成果

イラストコミッション
会場に訪れた人のリクエストに応じて絵を

描くイラストコミッションを受け付け
Essi は日本語・英語交えて直接会話しながら

得意の妖怪イラストを披露しました

展示・ライブペイント
『芬日妖怪図録』収録のイラスト原画に加え

氷厘亭氷泉氏のライブペイントを公開
描き下ろしのイラストはそのまま

オウルコミックフェスタでも公開されました

作品頒布・解説
さんま雲の国際交流活動を説明する展示と
共に『芬日妖怪図録』など当団体の書籍を

作品解説を交えながら頒布しました
沢⼭の人が集まり終日盛上りを⾒せました

作家交流
会場には一般参加者の他にも各国の作家や
メディア・出版関係者もたくさん来ており
名刺や情報交換を⾏うことができました



プログラム
公開プログラムは多田克己氏による妖怪講義
日本の妖怪の定義や成り⽴ちなどの歴史や
江⼾時代の図画や怪談から現代の漫画まで
日本の妖怪創作物を幅広く紹介しました

展示・ライブペイント
『芬日妖怪図録』収録のイラスト原画に加え
多田氏と氷厘亭氷泉氏の描下ろし作品を展示

さらに会場でライブで妖怪色紙を次々と
描いていき訪れた人の注目を集めました

作品頒布・解説
『芬日妖怪図録』などの当団体書籍を
作品解説を交えながら頒布しました

沢⼭の人がブースに訪れて日フィンの
妖怪作品を熱心に⾒ていきました

作家交流
会場には北欧各国の作家や出版社の他

図書館関係者が参加しており
互いの名刺やコミックや情報の交換を

⾏うことができました

オウル国際コミックフェスタでの成果



ESSI NOPANENによるレポート







●Essiの参加による影響●
・Essiの参加は今後フィンランド作家が日本から興味を持っ
てもらうためのきっかけになった
・今回の実績により他のフィンランド作家も遠い異国日本へ
作品を持って⾏く事に興味を持つことが出来た

●妖怪を通じた⽂化交流と相互理解促進●
・妖怪の作品・⽂化を両国間で紹介し合う事は、その背景にあ
る⺠族的な⽣活観・価値観・宗教観なども一緒に紹介すること
に繫がる為、来場者や読者において両国の相互理解に大いに貢
献することが出来た

プロジェクトの総括

●多田氏の参加による影響●
・多田氏の参加により日本の妖怪⽂化が発展した軌跡を
フィンランドの伝承と照らし合わせて、今後のフィンランド
妖怪⽂化を盛り上げるための新しい展望が⾒えた。



●図書館への納品と展示会の開催●
・今回の展示内容が評価されValkeakoski市とpori市の
図書館に『芬日妖怪図録』の納本が決定した
・また両市の図書館にて妖怪展示会を2017年4⽉に開催

●フィンランド妖怪データベース化●
・多田氏の助言によりフィンランド妖怪の伝承や記録をまとめ
たデータベースを作成するプロジェクトを⽴ち上げる予定
これによりフィンランド妖怪の認知度を⾼め２次創作制作を
促して新しいフィンランド妖怪⽂化を切り開いていきたい

●さらなる研究を●
・公⽂書館を活用したり⺠俗学研究者に協⼒を求めるなどし
て伝承の地域差や年代・ルーツを調べていきたい

今後の展開



プロジェクト企画者の感想１

トゥルク大学にてデジタルメディア研究の修士
課程終了後、2013年よりフィンランドと日本
の漫画⽂化を繋ぐ国際⽂化交流団体「さんま
雲」を⽴ち上げる。フィンランド人作家や日本
人作家・出版社などの間に⼊り、様々なテーマ
の漫画出版活動や⽂化情報交換など、両国の⽂
化交流の発展に貢献する活動をしている。

日本妖怪文化に習い
フィンランド伝承を残したい
・フィンランドの神話や妖怪伝承は、19世紀に⺠
族叙事詩『カレワラ』としてまとめられ現在でも
フィンランド人のアイデンティティとして大切に
されています。
・しかし水の精霊näkkiなど、一部の有名な物を
除き、絵本や漫画・映画などの題材になることは
少なく、⽂化として若者から疎遠になっている傾
向です。
・今回のプロジェクトでは、日本で江⼾時代から
続く妖怪娯楽の歴史や、様々な妖怪作品や楽しみ
方を沢⼭紹介することができ、関心を集めました。
・また、一連の妖怪プロジェクトを通じて日フィ
ンの作家や読者にも両国の妖怪に興味を持ってい
ただきました。
・フィンランドの妖怪⽂化を残していくため、
フィンランド妖怪のコンテンツが増えるよう、活
動を続けていきたいと思います。

さんま雲 代表・編集
ピンヤ タヴァスト



プロジェクト企画者の感想２

当プロジェクトでは企画プ
ランナーとして、『芬日妖
怪図録』や展示会の監修・
妖怪解説文の作成などを担
当。また、日本の妖怪作家
や妖怪ファンにフィンラン
ドの妖怪を紹介し、日フィ
ン妖怪文化交流を広めてい
る。

フィンランド人の描く妖怪
そこから読み解けるのは…
・来日したフィンランド人の漫画家Essiは大の妖怪ファンですが、
彼⼥の描く妖怪の姿は、日本人のよく知る姿とどこか異なっていま
す。この特徴は彼⼥だけではなく、フィンランド人によって描かれ
た複数の作品も、日本人が一般的に持つ妖怪のイメージと差異のあ
るものになりました。
・日本でこの画集や展示を観てくれた方から、この差異が「⾯⽩
い！」という言葉を実際に聞くことができましたが、この「差異を
⾯⽩がってもらう」ことこそが、今回の国際プロジェクトとして
狙った点のひとつです。
・妖怪は日本の⽂化や歴史を背景に⽣まれたキャラクターといえま
す。だからこそ、⽂化も歴史も違うフィンランド人が日本の妖怪を
描けば、差異が⽣じるのは自然なことでしょう。この差異を「⾯⽩
がる」ことは、フィンランド人が日本の妖怪――ひいては日本⽂化
のどこに興味を持っているかを、知るきっかけに繋がると考えます。
・もしこのプロジェクトを通じ、少しでもフィンランドの人々や⽂
化に親しみを感じる日本人が増えるのであれば、企画を担当した一
人としてそれに優る喜びはありません。

妖怪プロジェクト企画
中根ユウサク



プロジェクト企画者の感想３

2010年に電通テックを退社後フリーラ
ンスとして活動を開始。広告・プロ
モーション用の映像やアニメーション
のプロデュース・演出・脚本制作を⾏
う中、海外発信用のコンテンツ制作ノ
ウハウ構築の必要性を強く感じて、結
婚を機にフィンランドに移住。以降、
妻ピンヤ タヴァストと共にさまざまな
日フィン交流プロジェクトを⽴ち上げ
遂⾏してる。

国際交流を通じて
文化発信のノウハウを
・日本の漫画・アニメなどのコンテンツは、フィンラン
ドはもちろん世界的に評価されています。
・しかし、産業としては世界で大きなシェアを得られる
に至っておらず、国内でもパッケージビジネス市場の苦
戦や労働環境の改善など収益に関わる課題も抱えている
ため、今後世界マーケットでの収益拡大は必須課題です。
・一方フィンランドではゲーム制作が盛んで、これらは
初めから全世界に配信する為にローカライズ可能な（或
いはローカライズ不要な）制作ノウハウを確⽴しており、
産業として大きく成功を収めています。
・今回のプロジェクトでは、妖怪の伝統から現在の展開
までフィンランドに紹介すると共に、海外へ発信するた
めに製作段階での注意点や、海外目線での作品へのニー
ズなど、多くのノウハウを収集することができました。
・こうした経験やノウハウを日フィンの作家と共有して
いき、やがてはムーミンのように全世界で愛されるよう
な次の作品が⽣まれる環境を作っていきたいと思います。

制作総指揮
太田悠介



展示作品・作家リスト

作家 国籍 作品点数 摘要
多田克己 日本 ３点 描き下ろし作品

氷厘亭氷泉 日本 ４点 描き下ろし作品及び『芬日妖怪
図録』より

東雲騎人 日本 ４点 『芬日妖怪図録』より

しげおか秀満 日本 ３点 『芬日妖怪図録』より

Project.C.K. 日本 ２点 『芬日妖怪漫画』及び『スオミ
リ！』より

ペリンネ 芬蘭 ３点 『芬日妖怪図録』より

クリスティアン・フイトゥラ 芬蘭 １点 『芬日妖怪図録』より

サトゥ・ルスティグ 芬蘭 ４点 『芬日妖怪図録』『妖怪ポスト
カード』より

ラウラ・ヘイッカラ 芬蘭 ２点 『芬日妖怪図録』より

ヨハンナ・ヴィータネン 芬蘭 １点 『芬日妖怪図録』より

ペスリ 芬蘭 １点 『芬日妖怪図録』より

イイトゥ・エル 芬蘭 １点 『芬日妖怪図録』より

マイ 芬蘭 １点 『芬日妖怪図録』より


