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第Ⅰ章 調査結果の要約 

１．調査の概要 

本調査は、政府が 2015 年 11 月 27 日に閣議決定した「2020 年東京オリンピック競技

大会・東京パラリンピック競技大会の準備及び運営に関する施策の推進を図るための基

本方針」の推進にあたっての重点分野である「文化を通じた盛り上げ」にかかる試行プ

ロジェクト（※）を実施し、その効果・改善点を調査・分析することを目的として実施

した。 

※試行プロジェクトのイメージ（例） 

2020 年東京オリパラ大会に向けて、そして、その先を見据えて、質の高い日本文化の国内外へ

の普及・魅力発信を進める事業・イベントであって、 

 海外に向けた情報発信や訪日外国人受入れ促進のための多言語対応を行い、外国人の日

本文化への理解を促進させるもの 

 障がい者にとってのバリアを取り除き、新たな鑑賞の機会を創出したり文化活動への参

画機会を拡大させたりするもの 

 障がい者がその個性・才能をいかした芸術活動を推進するプロジェクトや、共生社会の

実現に向けた多様性に関する理解を促進するもの 

 

○応募 410 件のうち 32 件を採択 

 試行プロジェクトの応募は、全体で 410 件（一次 71 件、二次 309 件、三次 30 件）

であった。そのうち、有識者委員会による評価・審査を経て、最終的に 32 件が採択さ

れた。 

 
採択プロジェクト一覧 

採択時期 事業名 実施主体 

一次採択 

（8件） 
大相撲国際文化交流イベント「大相撲 beyond2020 場所」

公益財団法人 日本相

撲協会 

新作能「水の輪」beyond2020 
公益財団法人 山本

能楽堂 

第一回超人スポーツゲームズ 
超人スポーツ協会（慶

応大学） 

LIGHT UP NIPPON 全国一斉花火 
一般社団法人 LIGHT 

UP NIPPON（（株）ハレ）

風とロック芋煮会 2016 白河の関ステージ （株）福島民報社 

東京ハーヴェスト 

 

東京ハーヴェスト実

行委員会（（株）オイ

シックス） 
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共創社会実現のための舞台芸術プロジェクト 

スロームーブメント

実行委員会（（株）ワ

コールアートセン

ター） 

東京オリンピック・パラリンピックに向けた障がい者アー

トフェスタ 2016 
鳥取県 

二次採択 

（19 件） 
THE JAPAN CONNECT プレイベント 森ビル（株） 

番組企画 多彩にっぽん！まち・ひと・文化～日本各地の

ホストタウンへ、ようこそ！～ 

（株）ジュピターテレ

コム 

「“にぎわい” ルーツ・ジャパン」プロジェクト ～芸に

よる町興しと情報発信を目指して～ 

公益社団法人落語芸

術協会 

あたらしい工芸 -KOGEI Future forward- 
（株）三越伊勢丹ホー

ルディングス 

流鏑馬に関する情報の海外発信および実況解説などの多

言語化事業 

公益社団法人大日本

弓馬会 

和の心 ～雅楽＆武道～ 明治神宮 

いけばな JOIN プロジェクト 
全国花き振興協議会

（一般社団法人JFTD）

レガシーの未来への継承”DRUM TAO を通じた地域コンテ

ンツ魅力増進及び誘客・情報発信実証実験 
竹田市 

KIMONO を活用した異文化相互理解促進プロジェクト 
一般社団法人イマジ

ンワンワールド 

Playable City Tokyo 2016: テクノロジーと創造性で新し

い都市体験を創出する国際コラボレーションプログラム 

（株）ライゾマティク

ス 

日本の“まつり”Re-Design プロジェクト 
（株）電通国際情報

サービス 

DENIM Run ONOMICHI -ファッションと地域文化による訪日

対策事業 

（株）せとうちホール

ディングス 

コンテンツ投稿サイト「カクヨム」を使った地域文化創造

プロジェクト 
（株）KADOKAWA 

日本を愛する世界的に著名な海外ファッションデザイ

ナーによるプレゼンテーション 

一般社団法人日本

ファッション・ウィー

ク推進機構 

多様性社会を目指した御食国“常若”文化プロジェクト 鳥羽商工会議所 

漫画家が提案する障がい者スポーツ・マンガの普及プロ

ジェクト～「Be The HERO 2016」プロジェクト 

一般社団法人融合研

究所 

世界をリードする、日本の映画鑑賞用最新バリアフリー技

術を活かした、多言語対応“おもてなし”プロジェクト 

特定非営利活動法人

バリアフリー映画研

究会 
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別府ダイバーシティアカデミア～私たちが育んだやさし

さとしなやかさ～ 

（株）JTB コーポレー

トセールス 

障がい者の優れた芸術作品による文化創造プロジェクト 社会福祉法人愛成会 

三次採択 

（5件） 
世界遺産 薬師寺 健康祈願バリアフリーイベント 共栄印刷（株） 

外国人にもわかる”和の住まい文化劇場”－大阪くらしの

今昔館と吉田家住宅で紡ぐ和の住まい文化 体感 to 共感

－ 

大阪市住宅供給公社 

和食文化の発信・伝達方法のモデル構築～多言語化を視野

に～ 

一般社団法人和食文

化国民会議 

MEDIA AMBITION TOKYO デジタリースケープ 
公益財団法人画像情

報教育振興協会 

誰もが楽しめる自由な芸術祭「ユニバーサルアートフェス

ティバル in すみだ」 
（株）中日新聞社 

（注）括弧内は契約主体 

 

○伝統芸能・工芸の採択案件が 3割 

採択案件 32 件の分野では、伝統芸能・工芸が 9 件で最も多く、全体の約 3割近くを

占めた。このうち 3 件が 1つのプログラムを国内複数箇所で実施し、広範囲な対象に向

けて共通の体験の機会を提供するものであった。次いで障がい者・バリアフリー関連が

7 件（同 22％）、現代アーツ・パフォーミングアーツと生活文化が 4 件（同 6％）等と

いう順である。 

 

○都心部では実施形態多様、地方案件は野外イベント中心 

採択案件の実施形態では、野外イベントが 11 件で、全体の 22.4％を占めた（1つの

プロジェクトで複数の実施形態に該当するものもある）。次いでステージイベントと体

験・参加型イベントが 10 件（同 20.4％）、展示が 7 件（同 14.3％）等という順であっ

た。都市部の案件では実施形態が多様である一方、地方案件では野外イベントが中心と

いう傾向がみられた。 

 

 

２．調査結果に基づく考察 

本調査結果に基づく考察は、①2020 年大会に向けた機運醸成のための本事業全体の

定量的・定性的な効果および今後に向けた課題の分析、②本事業の重点項目であり、か

つ比較的取組みの多かった多言語対応、バリアフリー対応を行ったプロジェクトから得

られる共通の示唆（ポイント）・課題の分析という 2つの視点により行った。 

 

－3－



 

（１）試行プロジェクトを通じた機運醸成 

○事業全体で 15 万人超が参加 

本事業全体の定量的効果をまとめると、表 2のとおりとなる。本事業全体の参加者数

は 15 万 2,565 人で、来場者・参加者へのアンケート調査を行った全てのプロジェクト

において、参加者の 8割以上が「満足」と回答した。また、本事業を通じて延べ 646 件

のメディア（テレビ、新聞、雑誌等）露出につながった。他にも、Facebook、Twitter、

YouTube 等の SNS を通じて国内外に向けて広く情報発信を行った事例もある。 

 

試行プロジェクト全体の定量的効果 

項目 定量実績 

本事業全体の参加者数 

延べ 15 万 2,565 人 

（参加者数の多かったプロジェクトの代表事例） 

・ LIGHT UP NIPPON 全国一斉花火： 8 万 2,200 人（動画中継

視聴者を含む） 

・ コンテンツ投稿サイト「カクヨム」を使った地域文化創造プロ

ジェクト： 1 万 3,107 人（コンテスト応募者・サイト訪問者）

・ 障がい者の優れた芸術作品による文化創造プロジェクト：  

1 万 0,012 人（イベント来場者延べ人数） 

・ 東京オリンピック・パラリンピックに向けた障がい者アート

フェスタ 2016： 2,910 人 

参加者満足度（CS） 
（来場者・参加者へのアンケート結果） 

全て 80％以上が満足と回答 

メディア露出 

延べ 646 件 

（メディア露出の多かったプロジェクトの代表事例） 

・ 共創社会実現のための舞台芸術プロジェクト： 117 件 

・ 日本を愛する世界的に著名な海外ファッションデザイナーに

よるプレゼンテーション： 104 件 

・ THE JAPAN CONNECT プレイベント： 70 件 

SNS・動画サイトを通じた

発信（Facebook、Twitter、

YouTube 等） 

（SNS・動画サイトでの反響が大きかったプロジェクトの代表事

例） 

・ レガシーの未来への継承”DRUM TAO を通じた地域コンテンツ

魅力増進及び誘客・情報発信実証実験： 1 万 3,000 人（You 

Tube 動画アクセス数） 

・ 日本の“まつり”Re-Design プロジェクト： 1 万 9,000 人

（YouTube、Facebook 等を通じた視聴者数） 

 

○機運醸成につながる様々な定性的な効果 

 

2020 年大会に向けた機運醸成の定性的な効果をまとめると、下表のとおりとなる。 
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2020 年大会に向けた機運醸成の定性的な効果 

項目 代表的な事例 定性的効果 

地域コンテンツを

活用した地方の魅

力発信 

・ DRUM TAO in 岡城跡 プレミアムラ

イブ 

・ 日本の“まつり”RE-DESIGN プロジェ

クト 

その場所ならではの観光施設、

祭り、食文化といった地域コン

テンツの活用 

多様な文化発信拠

点としての東京 

＜伝統文化＞ 

・ 大相撲 beyond2020 場所 

・ 流鏑馬に関する情報の海外発信お

よび実況解説などの多言語化事業 

 

＜現代文化＞ 

「MEDIA AMBITION TOKYO デジタリー

スケープ」（公益財団法人画像情報教

育振興協会） 

「Playable City Tokyo」（（株）ライ

ゾマティクス） 

伝統文化と現代文化の双方に

光を当て、多様な東京の魅力を

国内外にアピール 

地域コミュニティ

との連携、国際交

流による障がい者

芸術の普及 

・ 障がい者の優れた芸術作品による

文化創造プロジェクト 

地域の盛り上げ、障がい者の優

れた芸術作品（アール・ブ

リュット）の普及 

全国的な参加意識

の醸成 

・ コンテンツ投稿サイト「カクヨム」

を使った地域文化創造プロジェク

ト 

・ 「風とロック芋煮会 2016 白河の関

ステージ 

2020 年大会に向けた地方在住

者を含む参加意識の醸成、地域

住民による魅力の再発見 

 

○公共空間・文化財等の利用に際する問題など課題が浮き彫りに 

 

機運醸成に向けた効果がみられる一方で、試行プロジェクトの実施主体からは下表

にあるような課題の声が聞かれた。 

 

2020 年大会に向けた機運醸成にあたっての課題 
課題の種別 内容 

行政との調整、実施場所における

厳格なルール 

• 公共空間・文化財等の利用にあたって複数の関係先

との調整が必要 

• 空港でのイベント実施時は音響の使用不可、など 

オリンピック・パラリンピックと

の関連性 

• オリンピック・パラリンピックという用語やエンブ

レムの使用不可 

• 2020 年まで継続的な取組みが必要 

イベント告知・集客の難しさ • 十分な告知期間の確保 
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• 特に地方イベントへの集客をどう図るか 

資金面の問題 
・ 今後の事業継続、発展のためには安定的な資金確保

が必要 

事業実施後の継続的な情報発信 ・ 事業参加者以外への関心喚起をいかに行うか 

 

 

（２）共生社会の実現に向けた多言語対応・バリアフリー対応 

○各種の取組みを通じてバリアを解消 

本事業において多言語対応、バリアフリー対応を行った具体事例をまとめると、下

表のとおりとなる。 

 
多言語対応、バリアフリー対応の具体事例 

項目 代表的な事例 具体的な取組み 

テクノロジー・デバイ

ス（最新技術・機器）

の活用 

・ 新作能「水の輪」beyond2020 

・ 世界をリードする、日本の映画鑑

賞用最新バリアフリー技術を活か

した、多言語対応“おもてなし”

プロジェクト 

・ MEDIA AMBITION TOKYO デジタリー

スケープ 

・ スマートフォンによる字幕ア

プリ（日本語・英語）の活用 

・ 新しい映画鑑賞支援機器（UD 

Cast）の使用 

・ UD トーク（音声認識と音声合成

機能を用いてリアルタイムで

字幕を作成）の使用 

心のバリアフリー実

現に向けた取組み 

・ 共創社会実現のための舞台芸術プ

ロジェクト 

・ 誰もが楽しめる自由な芸術祭「ユ

ニバーサルアートフェスティバル

in すみだ」 

・ 第一回超人スポーツゲームズ 

・ 障がい者と健常者が一緒にト

レーニングを実施 

・ 運営スタッフ向けに障がい者

に対する正しい接し方の講座

を実施 

・ 得意・不得意、年齢，障がい、

資格を問わず、誰もがスポーツ

を楽しむための施策を実施 

効果的な周知・情報発

信 

・ DRUM TAO in 岡城跡 プレミアムラ

イブ 

・ 別府ダイバーシティアカデミア～

私たちが育んだやさしさとしなや

かさ～ 

・ 流鏑馬に関する情報の海外発信お

よび実況解説などの多言語化事業

・ アーティストの海外ファンサ

イトや日本政府観光局（JNTO）

海外サイトで参加者を募集 

・ 留学生の活用 

 

・ 動画の活用・発信 

体験型・参加型イベン

ト 

・ 外国人にもわかる”和の住まい文

化劇場”－大阪くらしの今昔館と

吉田家住宅で紡ぐ和の住まい文化

体感 to 共感- 

・ 和食文化の発信・伝達方法のモデ

ル構築～多言語化を視野に～ 

・ 新作能「水の輪」beyond2020 

 

・ 外国人が演劇シーンに参加 

 

 

・ 和食の体験型実演会 

 

・ 能への外国人児童の出演 

－6－



 

○ハード面・ソフト面の課題などが明らかに 

本事業を通じた多言語対応、バリアフリー対応の課題は下表のとおりである。 

 

多言語対応、バリアフリー対応の課題 

課題の種別 内容 

ハード面・ソフト面でのバリアフ

リー対応 

• バリアフリー対応の会場確保は困難（特に野外イベン

ト） 

• 外国語表示が少ない 

• 受け入れスタッフの知識・経験不足 

• 様々な障がいのタイプに対する対応 

• 外国人の受け入れでは文化や宗教上の違いへの配慮が

必要 

人材・コストの問題 
・ 対応スタッフの教育、人材育成 

・ 付加コストの負担 

外国人、障がい者への効果的な周

知・情報発信 

• ホームページの多言語化だけでは外国人の参加につな

がらない 

• 障がい者向け周知は、福祉施設等経由以外は困難 

継続性の問題 
・ 一過性の取組みに終わらず、（自主事業として）いかに

継続・発展させていくか 

 

○課題解決に向け PDCA サイクルの意識が重要 

多言語対応、バリアフリー対応における課題解決のため、本事業を通じて得られた

示唆（ポイント）を下図のとおり整理した。 

第 1 の環境整備の段階では、山本能楽堂やバリアフリー映画研究会の取組みのよう

にテクノロジー・デバイスの活用によりバリアを解消するというのが参考になる。また、

スロームーブメント実行委員会や超人スポーツ協会の事例のように、障がい者と健常者

が一生に楽しむ場を提供するといった心のバリアフリー実現に向けた取組みも考慮す

べきであろう。 

第 2 の周知の段階では、自らのホームページ上の案内だけに留まらず、竹田市の事

例のように他の情報発信力のあるサイトを活用するなど、より多くの参加者を呼び込む

ための工夫が必要となる。 

第 3 の現場対応の段階では、大阪市住宅供給公社や和食文化国民会議の取組みのよ

うに参加者自らが体験、参加するイベントに仕立てるとともに、実施主体側が伝えたい

と考える文化的背景・知識について映像や画像を交えて補足説明することがポイントと

なる。 

第 4 の効果検証・課題分析の段階は、まさに本事業の趣旨そのものであり、全プロ

ジェクトにおいて、参加者アンケートやヒアリング等により、定量・定性的効果の検証

に加え、課題の洗い出し、今後に向けた将来計画の策定を行った。 

第 5 の普及・改善の段階では、事業参加者以外にも広く自らの取組みを拡散・普及
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するために、大日本弓馬会などのように動画活用による対外発信というのも考えられる。  

そして、事業実施を通じて明らかとなった改善点を見直し、次回の企画に反映させると

いう視点が何より重要である。その点、日本相撲協会は本試行プロジェクトの結果を踏

まえ、本場所においても外国人対応や障がい者向け対応を充実させていきたいとの意向

を持っており、大いに参考になるケースである。 

以上の PDCA サイクルを回すことで、健常者、障がい者、外国人の全員が同一空間で、

同じレベルで楽しめるイベント・事業に少しでも近づけると言えよう。 

 

多言語対応、バリアフリー対応のポイント＜本事業から得られる示唆＞ 
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第Ⅱ章 調査の概要 

１．調査目的 

政府は 2015 年 11 月 27 日に「2020 年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピッ

ク競技大会の準備及び運営に関する施策の推進を図るための基本方針」（以下、オリパ

ラ基本方針）を閣議決定し、大会の円滑な準備と運営はもとより、大会を契機とした様々

な取組みを通じて、オールジャパンでの日本の魅力発信、外国人旅行者の訪日促進等を

行い、被災地復興の後押しや地方活性化につなげることを推進している。 

本調査では、オリパラ基本方針推進にあたっての重点分野である「文化を通じた盛

り上げ」にかかる試行プロジェクトを実施し、特に、日本文化の国内外への発信、普及

のバリアを解消するための取組みである多言語対応、バリアフリー対応、国際標準化・

国際規格化対応のいずれかを促進するための取組みを含むプロジェクトについて、その

効果・改善点を調査・分析することで、オリパラムーブメントを醸成し、もって基本方

針を推進することを目的とする。 

 

 

２．試行プロジェクトの応募対象 

（１）試行プロジェクトの公募 

本事業は公募により広く企画の提出を求める「企画競争」として試行プロジェクト

の提案を募集し、所定の選定手続きを経て、対象の試行プロジェクトを選定した後、当

該プロジェクトの提案団体（提案団体の中に複数の構成団体が含まれる場合は、提案団

体の代表団体）と委託契約を締結し、国による調査として実施した。 

 

（２）応募主体 

次のいずれかに該当するもの。 

① 法人格を有する者 

② 法人格を有しない団体で、以下の要件を満たし、団体を構成するいずれかの法

人が契約主体となることができる者 

・ 定款、寄附行為に類する規約を有すること 

・ 団体の意思を決定し、執行する体制が確立していること 

・ 自ら経理し、監査する会計体制を有すること 

・ 活動の本拠となる事務所等を有すること 

③ 地方公共団体（都道府県、市町村（特別区、一部事務組合および広域連合を含

む） 
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（３）応募対象プロジェクト 

2020 年東京オリンピック競技大会・パラリンピック競技大会への関心を高め、日本

文化の魅力を発信するプロジェクトの中で、各種のバリアを克服する取組みを含むもの

（外国人への言語のバリアを取り払う多言語対応、障害者・高齢者等の参加を促進する

バリアフリー対応、和食・日本食材などの海外普及を促進するための国際標準化や国際

規格化への対応のいずれかを含むプロジェクト）を対象とする。ただし、国内で実施す

るものに限る。 

 

（４）公募期間 

一次： 2016 年 5 月 24 日（火）から 6月 10 日（金） 

二次： 2016 年 5 月 24 日（火）から 7月 11 日（月） 

三次： 2016 年 11 月 1 日（火）から 11 月 16 日（水） 

 

（５）応募要件 

以下の内容を企画提案に含むこと。 

① オリパラ大会への関心を高め、オリパラ大会成功に向けた機運を醸成するため、

質の高い日本文化の普及・魅力発信の内容が提案事項に含まれていること。 

② 日本文化の国内外での普及・魅力発信のため、多言語対応、バリアフリー対応、

国際標準化・規格化対応のいずれかを促進する取組みとその効果検証が提案事項

に含まれていること。  

③ プロジェクトの実施を通じて次世代に残すべき遺産（レガシー）を提示している

こと。 

④ 2020 年東京オリパラ大会に向けて何を実現するのか、2020 年東京オリパラ大会開

催年に何を実施するのか、2020 年東京オリパラ大会以降何につなげていくかが含

まれた実施計画を提示すること。 

⑤ 以下のプロジェクトイメージを参考に、事業企画の背景と課題を提示すること。

その課題に対応した実証事業として、課題の抽出や成果等の効果検証の手法を提

示すること。 

 

（６）試行プロジェクトのイメージ（例） 

2020 年東京オリパラ大会に向けて、そして、その先を見据えて、質の高い日本文化

の国内外への普及・魅力発信を進める事業・イベントであって、 

 海外に向けた情報発信や訪日外国人受入れ促進のための多言語対応を行い、外国

人の日本文化への理解を促進させるもの 

 障がい者にとってのバリアを取り除き、新たな鑑賞の機会を創出したり文化活動

への参画機会を拡大させたりするもの 
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 障がい者がその個性・才能をいかした芸術活動を推進するプロジェクトや、共生

社会の実現に向けた多様性に関する理解を促進するもの 

 和食・国産食材等の海外発信に向けて、必要な国際標準対応・国際規格対応の課

題と解決策を提示し、認証取得につながる取組み等を行うもの 

 

試行プロジェクトの実施イメージ図 

 

 

（７）実施期間 

契約締結日から 2017 年 2 月 28 日（報告完了）まで 

 

（８）委託金額 

1 件あたり最大 1,000 万円（消費税を含む） 

 

（９）審査・選定プロセス 

次の審査基準（※1）をもとに、有識者からなる審査委員会（※2）を経て採択案件

を決定する。  
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※1：審査基準 

1 
本公募事業の目的と

の整合性 

・ オリパラ大会の開催に向けた機運醸成につながる、優れた日

本文化の普及・魅力発信を行う内容であるか。 

・ 日本文化の国内外での普及・魅力発信の障壁を取り除くた

め、多言語対応、バリアフリー対応、国際標準化・国際規格

化対応のいずれかを促進する内容を含むものとなっている

か。 

2 プロジェクト内容 

・ 取組み内容、効果検証方法が具体的でスケジュールも明確に

なっており、実効性があるか。 

・ より多くの人が参加可能な取組みとなっているか。 

3 期待される効果 

・ プロジェクトで実施される多言語対応、バリアフリー対応、

国際標準化・国際規格化対応を通じて、日本文化の国内外で

の普及・魅力発信の促進につながる課題抽出、効果検証が具

体的に行われる内容となっているか。 

・ プロジェクトによって得られる効果・規模が申請金額に見

合っているか。 

4 持続性 

・ 2020 年東京オリパラ大会に向けて何を実現するのか、2020

年東京オリパラ大会開催年に何を実施するのか、2020 年東京

オリパラ大会以降何につなげていくかが明確であるか。 

・ 新しい人材の発掘や育成につながるなど、取組みの持続性が

見込まれる取組みがなされているか。 

5 実現性 

・ 財務・事務管理能力、その他プロジェクトを実施するための

体制が組まれているか。 

・ 本公募プロジェクトを円滑に実施するための強み（実績、ノ

ウハウ、人的ネットワーク等）が記載されているか。 

 

※2：オリンピック・パラリンピック基本方針推進調査試行プロジェクト審査会委員 

青柳 正規（委員長） 東京大学名誉教授（前文化庁長官） 

朝原 宣治 大阪ガス株式会社 近畿圏部地域活力創造チームマネジャー 

北京オリンピック銅メダリスト 

生駒 芳子 ファッションジャーナリスト 

小山 薫堂 放送作家、脚本家 

田口 亜希 アテネ・北京・ロンドンパラリンピック射撃日本代表 

日本パラリンピアンズ協会理事 

日本郵船株式会社人事グループ 社会貢献推進チーム 

谷川 じゅんじ  スペースコンポーザー、ＪＴＱ代表 

蜷川 実花  写真家、映画監督 

横澤 大輔 株式会社ドワンゴ 取締役 CCO  

ニコニコ超会議統括プロデューサー 

一般社団法人日本ネットクリエイター協会代表理事 
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３．試行プロジェクトの応募状況 

（１）概観 

試行プロジェクトの応募は、全体で 410 件（一次 71 件、二次 309 件、三次 30 件）

であった。分野別にみると、現代アーツ・現代パフォーミングアーツが 104 件で最も多

く、次いで地域イベント（74 件）、伝統芸能・工芸（60 件）、食文化（47 件）等という

順である（図 1参照）。 

 
（図 1）試行プロジェクトの応募分野 

 
 

 

（２）応募案件の分類 

応募案件 410 件の中では、本事業のために新たに企画されたものが 285 件と多く、

新規案件が中心であった。開催場所は東京が 126 件で最も多かったものの、地方案件や

複数地域による実施、またオンラインを利用したものなどがあり、多岐にわたっている

（図 2参照）。 
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（図 2）応募案件の分類 

 

 

 

４．試行プロジェクトの採択状況 

（１）概観 

応募案件 410 件のうち、有識者委員会による評価・審査を経て、最終的に 32 件が採

択された（表 1参照）。公募段階では 2016 年夏季に実施予定の企画を一次採択対象、そ

れ以降の実施分を二次採択対象とした。また、2017 年 1 月以降の実施分を三次採択対

象として募集、採択した（採択回とプロジェクト実施時期に必ずしも対応関係はない）。 

 
（表 1）採択プロジェクト一覧 

採択時期 事業名 実施主体 

一次採択 

（8件） 
大相撲国際文化交流イベント「大相撲 beyond2020 場所」

公益財団法人 日本相

撲協会 

新作能「水の輪」beyond2020 
公益財団法人 山本

能楽堂 

第一回超人スポーツゲームズ 
超人スポーツ協会（慶

応大学） 

LIGHT UP NIPPON 全国一斉花火 
一般社団法人 LIGHT 

UP NIPPON（（株）ハレ）

風とロック芋煮会 2016 白河の関ステージ （株）福島民報社 
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東京ハーヴェスト 

東京ハーヴェスト実

行委員会（（株）オイ

シックス） 

共創社会実現のための舞台芸術プロジェクト 

スロームーブメント

実行委員会（（株）ワ

コールアートセン

ター） 

東京オリンピック・パラリンピックに向けた障がい者アー

トフェスタ 2016 
鳥取県 

二次採択 

（19 件） 

THE JAPAN CONNECT プレイベント 森ビル（株） 

番組企画 多彩にっぽん！まち・ひと・文化～日本各地の

ホストタウンへ、ようこそ！～ 

（株）ジュピターテレ

コム 

「“にぎわい” ルーツ・ジャパン」プロジェクト ～芸に

よる町興しと情報発信を目指して～ 

公益社団法人落語芸

術協会 

あたらしい工芸 -KOGEI Future forward- 
（株）三越伊勢丹ホー

ルディングス 

流鏑馬に関する情報の海外発信および実況解説などの多

言語化事業 

公益社団法人大日本

弓馬会 

和の心 ～雅楽＆武道～ 明治神宮 

いけばな JOIN プロジェクト 
全国花き振興協議会

（一般社団法人JFTD）

レガシーの未来への継承”DRUM TAO を通じた地域コンテ

ンツ魅力増進及び誘客・情報発信実証実験 
竹田市 

KIMONO を活用した異文化相互理解促進プロジェクト 
一般社団法人イマジ

ンワンワールド 

Playable City Tokyo 2016: テクノロジーと創造性で新し

い都市体験を創出する国際コラボレーションプログラム 

（株）ライゾマティク

ス 

日本の“まつり”Re-Design プロジェクト 
（株）電通国際情報

サービス 

DENIM Run ONOMICHI -ファッションと地域文化による訪日

対策事業 

（株）せとうちホール

ディングス 

コンテンツ投稿サイト「カクヨム」を使った地域文化創造

プロジェクト 
（株）KADOKAWA 

日本を愛する世界的に著名な海外ファッションデザイ

ナーによるプレゼンテーション 

一般社団法人日本

ファッション・ウィー

ク推進機構 

多様性社会を目指した御食国“常若”文化プロジェクト 鳥羽商工会議所 

漫画家が提案する障がい者スポーツ・マンガの普及プロ

ジェクト～「Be The HERO 2016」プロジェクト 

一般社団法人融合研

究所 

世界をリードする、日本の映画鑑賞用最新バリアフリー技

術を活かした、多言語対応“おもてなし”プロジェクト 

特定非営利活動法人

バリアフリー映画研

究会 
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別府ダイバーシティアカデミア～私たちが育んだやさし

さとしなやかさ～ 

（株）JTB コーポレー

トセールス 

障がい者の優れた芸術作品による文化創造プロジェクト 社会福祉法人愛成会 

三次採択 

（5件） 

世界遺産 薬師寺 健康祈願バリアフリーイベント 共栄印刷（株） 

外国人にもわかる”和の住まい文化劇場”－大阪くらしの

今昔館と吉田家住宅で紡ぐ和の住まい文化 体感 to 共感

- 

大阪市住宅供給公社 

和食文化の発信・伝達方法のモデル構築～多言語化を視野

に～ 

一般社団法人和食文

化国民会議 

MEDIA AMBITION TOKYO デジタリースケープ 
公益財団法人画像情

報教育振興協会 

誰もが楽しめる自由な芸術祭「ユニバーサルアートフェス

ティバル in すみだ」 
（株）中日新聞社 

（注）括弧内は契約主体 

 

（２）採択案件の分野 

採択された32件をプロジェクトの主な分野に基づき分類すると、図3のようになる。

伝統芸能・工芸が 9 件で最も多く、全体の 3割近くを占めた。このうち 3件が 1 つのプ

ログラムを国内複数箇所で実施し、広範囲な対象に向けて共通の体験の機会を提供する

ものであった。次いで障がい者・バリアフリー関連が 7件（同 22％）、現代アーツ・パ

フォーミングアーツと生活文化が 4 件（同 6％）等という順である。 

 

（図 3）採択案件の分野 
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（３）採択案件の分類 

採択案件 32 件のうち本事業のために新たに企画されたものは 20 件で、過半を占め

た。開催場所は東京が 11 件で最も多かったが、地域の魅力発信やインバウンド促進を

志向した地方案件も多数あり、本事業の趣旨である全国的な機運醸成につながったもの

と考えられる（図 4 参照）。 

 

（図 4）採択案件の分類 

 
 

採択されたプロジェクトを①都心部と地方、②昔からあるもの（伝統芸能・工芸、

食、生活文化等）と新しいもの（テクノロジー、現代芸術、現代アーツ・パフォーミン

グ等）という 2つの側面に着目して分布したものが図 5である。 

全体的な傾向として、都心部では東京・大阪を中心に伝統文化、現代文化をテーマ

とする案件がバランスよく実施される一方で、地方では昔からある食文化や地域資源

（文化財、観光施設等）の活用に焦点を当てた案件が目立った。 
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（図 5）採択案件の分布 

 

 

（４）採択案件の実施形態 

採択案件の実施形態をみると、野外イベントが 11 件あり、全体の 22.4％を占めた（1

つのプロジェクトで複数の実施形態に該当するものもある）。次いでステージイベント

と体験・参加型イベントが 10 件（同 20.4％）、展示が 7 件（同 14.3％）等という順で

あった（図 6 参照）。都市部の案件では実施形態が多様である一方、地方案件では野外

イベントが中心という傾向がみられた。 

 
（図 6）採択案件の実施形態 
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第Ⅲ章 調査結果に基づく考察 

１．考察の視点 

第Ⅱ章の調査の概要にあるとおり、本事業は 2020 年東京オリパラ大会に向けた機運

醸成のために実施したものだが、中でも日本文化の国内外への発信、普及のバリアを解

消するための取組みである多言語対応、バリアフリー対応、国際標準化・国際規格化対

応のいずれかを促進するための取組みを含むプロジェクトを重点的に実施した。 

ここでは、まず 1つ目の考察の視点として、本事業全体を通じてどの程度 2020 年大

会に向けた機運醸成につながったのかという定量的および定性的な効果、そして今後に

向けた課題を分析することとする。次に 2つ目の視点として、本事業の重点項目であり、

かつ比較的取組みの多かった多言語対応、バリアフリー対応を行ったプロジェクトから

得られる共通の示唆（ポイント）・課題について考察することとする（図 7参照）。 

 
（図 7）考察の視点 

 

 

 

２．試行プロジェクトを通じた機運醸成 

（１）定量的効果 

本事業全体の定量的効果をまとめると、表 2のとおりとなる。本事業全体の参加者数

は 15 万 2,565 人で、来場者・参加者へのアンケート調査を行った全てのプロジェクト

において、参加者の 8割以上が「満足」と回答した。また、本事業を通じて延べ 646 件

のメディア（テレビ、新聞、雑誌等）露出につながった。他にも、Facebook、Twitter、

YouTube 等の SNS を通じて国内外に向けて広く情報発信を行った事例もある。 

 

－19－



 

 

（表 2）試行プロジェクト全体の定量的効果 

項目 定量実績 

本事業全体の参加者数 

延べ 15 万 2,565 人 

（参加者数の多かったプロジェクトの代表事例） 

・ LIGHT UP NIPPON 全国一斉花火： 8 万 2,200 人（動画中継

視聴者を含む） 

・ コンテンツ投稿サイト「カクヨム」を使った地域文化創造プロ

ジェクト： 1 万 3,107 人（コンテスト応募者・サイト訪問者）

・ 障がい者の優れた芸術作品による文化創造プロジェクト：  

1 万 0,012 人（イベント来場者延べ人数） 

・ 東京オリンピック・パラリンピックに向けた障がい者アート

フェスタ 2016： 2,910 人 

参加者満足度（CS） 
（来場者・参加者へのアンケート結果） 

全て 80％以上が満足と回答 

メディア露出 

延べ 646 件 

（メディア露出の多かったプロジェクトの代表事例） 

・ 共創社会実現のための舞台芸術プロジェクト： 117 件 

・ 日本を愛する世界的に著名な海外ファッションデザイナーに

よるプレゼンテーション： 104 件 

・ THE JAPAN CONNECT プレイベント： 70 件 

SNS・動画サイトを通じた

発信（Facebook、Twitter、

YouTube 等） 

（SNS・動画サイトでの反響が大きかったプロジェクトの代表事

例） 

・ レガシーの未来への継承”DRUM TAO を通じた地域コンテンツ

魅力増進及び誘客・情報発信実証実験： 1 万 3,000 人（You 

Tube 動画アクセス数） 

・ 日本の“まつり”Re-Design プロジェクト： 1 万 9,000 人

（YouTube、Facebook 等を通じた視聴者数） 

 

（２）定性的効果 

2020 年大会に向けた機運醸成の定性的な効果について、具体事例を交えて以下 4 つ

の視点でまとめることとする。 

 

① 地域コンテンツを活用した地方の魅力発信 

その場所ならではの観光施設、祭り、食文化といった地域コンテンツを効果的に活

用し、誘客拡大や対外的な魅力発信につなげたプロジェクトとして、「DRUM TAO in 岡

城跡 プレミアムライブ」（竹田市）や「日本の“まつり”RE-DESIGN プロジェクト」（（株）

電通国際情報サービス）などが挙げられる。 

大分県竹田市は、瀧廉太郎作曲「荒城の月」のモチーフとなった難航不落の「岡城

跡」を舞台に、地元を拠点として国内外で活動する和太鼓演奏グループ「DRUM TAO」

によるプレミアムライブを実施。従来、歴史的・文化的側面からしか発信できていな
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かった岡城跡の魅力を世界で活躍する“新しいエンターテイメントが生み出される場”

として発信することで、参加定員 1,000 人に対し、6 倍の申込みが全国から寄せられ

た（岡城跡の平均来場者数は一日あたり約 170 人）。また、ライブに合わせて訪日外国

人や立命館アジア太平洋大学（APU）の外国人留学生等を地元のワイナリーや温泉など

に案内するモニターツアーを実施し、他の観光資源を含めた多様な魅力を発信した。 

（株）電通国際情報サービスは、秋田県・男鹿市の民俗行事「男鹿のナマハゲ」の

魅力を、この祭りが地域や住民に果たしてきた機能に着目した上で現代的な文脈で再

構築したメディアアート映像を制作。映像を動画配信した結果、全体で約 1 万 9,000

人（うち海外在住者 1万 4,000 人）の視聴を得ることにつながった。 

 
＜代表的な事例＞ 

 

 

 

② 多様な文化発信拠点としての東京 

2020 年大会の本拠地となる東京では、11 件のプロジェクトが実施された。 

外国人観光客のさらなる取り込みを狙った大相撲や流鏑馬等の伝統文化を軸とする

案件がある一方、テクノロジーとアートを切り口にライブパフォーマンス等を実施し

た「MEDIA AMBITION TOKYO デジタリースケープ」（公益財団法人画像情報教育振興協

会）や、英国クリエイターとの交流を通じて公共空間の新たな活用方法について検討

を行った「Playable City Tokyo」（（株）ライゾマティクス）など、現代文化に光を当

てた案件もあり、多様な文化発信拠点としての東京の魅力を効果的にアピールした。 

 
＜代表的な事例＞ 

 

 

 
DRUM TAO in 岡城跡 プレミアムライブ 

＜竹田市＞ 
日本の“まつり”RE-DESIGN 
＜（株）電通国際情報サービス＞ 

 
大相撲 beyond2020 場所 

＜日本相撲協会＞ 

Playable City Tokyo 
＜（株）ライゾマティクス＞ 
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③ 地域コミュニティとの連携、国際交流による障がい者芸術の普及 

政府のオリパラ基本方針の中で「大会に向けた障がい者の文化芸術活動の推進」が

掲げられているが、今回の採択案件の中でも関連する取組みがいくつかみられた。 

例えば、「障がい者の優れた芸術作品による文化創造プロジェクト」（社会福祉法人

愛成会）において、愛成会は拠点とする中野区の関係者と実行委員会を組成した上で、

地域の盛り上げと障がい者芸術の普及という 2 つの観点でプロジェクトを企画。障が

い者の優れた芸術作品を用いたアール・ブリュット展を地元商店街で開催したほか、

中国とタイから障がい者の創作活動をサポートする専門家を招いた国際フォーラム・

パフォーマンス等を実施した。地域コミュニティとの連携に加え、国際交流の要素を

交えた好事例といえる。 

 

＜代表的な事例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 全国的な参加意識の醸成 

2020 年大会に向け、地方在住者を含む参加意識の醸成にいかにつながったのかとい

う点では、「コンテンツ投稿サイト『カクヨム』を使った地域文化創造プロジェクト」

（（株）KADOKAWA）と「風とロック芋煮会 2016 白河の関ステージ」（（株）福島民報社）

 
MEDIA AMBITION TOKYO デジタリールケープ 

＜画像情報教育振興協会＞ 

中野ブロードウェイ、中野サンモールでの展覧会   
 

＜愛成会＞ 

タイ・中国からアール・アール
ブリュット関係者を招聘 
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の取組みを紹介したい。 

「コンテンツ投稿サイト『カクヨム』を使った地域文化創造プロジェクト」では、

ユーザー生成コンテンツ（UGC）を活用し、国内各地の魅力をひとりひとりの物語を通

して再発見することを目指す「あなたの街の物語」コンテストを実施。応募期間 1 ヶ

月半の間で、1,000 を超える応募者ゆかりの場所を題材としたエッセイ・短編小説が

投稿された。その後、受賞作品は 4言語対応の作品集としてまとめられ、日本の自然・

文化の魅力を広く発信することに寄与した。 

「風とロック芋煮会 2016 白河の関ステージ」においては、「風とロック芋煮会」の

歴史を写真と文章で楽しめるパネル展と、福島県に縁のあるミュージシャンや同県出

身のパラリンピアンをゲストに招いたトークショーを開催。トークショーでは、福島

県において心の復興のために音楽が果たしてきた役割、福島県の魅力、障がいの有無

に関係なく音楽を楽しむバリアフリーな空間とはどういうものかについて話し合った。

これらの取組みを通じて、東日本大震災からの復興に励む福島県の住民が地域の魅力

を再発見し、自ら世界中の人々に向けて発信するための端緒となった。 

 
＜代表的な事例＞ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風とロック芋に会 2016 白河の関ステージ 
＜（株）福島民報社＞ 

UGC を活用した「あなたの街の物語」コンテスト 
＜（株）KADOKAWA＞ 
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（３）課題 

こうした機運醸成に向けた効果がみられる一方で、試行プロジェクトの実施主体か

らは表 3 にあるような課題の声が聞かれた。 

代表的な事例として、公共空間・文化財等の利用にあたり、国・自治体内の複数部

署や関係機関との連絡・調整を余儀なくされ、課題解決に相当の時間と労力を費やした

ようである。例えば、「THE JAPAN CONNECT プレイベント」（森ビル（株））では、2020

年大会の際に選手村とスタジアムを結ぶ重要な道路の一部である「新虎通り」でのイベ

ント実施のため歩道を利用するに際し、他エリアにおける道路使用との整合性、安全面、

衛生面の確保など多数の事項について、合計 7 つ以上の関係先との間で協議する必要が

あった。また、「日本を愛する世界的に著名な海外ファッションデザイナーによるプレ

ゼンテーション」（一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構）では、原宿通

り商店街でのファッションショーの開催にあたり、警察をはじめ関係先との調整に多大

な時間を要した。さらに、「いけばな JOIN プロジェクト」（全国花き振興協議会）でも、

外国人観光客への訴求を狙い、成田国際空港で伝統工芸といけばなを融合した展示・パ

フォーマンスを実施。ただ、空港アナウンスの妨げになるとの理由により、イベント直

前まで音響の使用は不可とされていた（交渉の末、最終的には認められた）。 

他方、オリパラ大会に向けての機運醸成という趣旨であるにもかかわらず、オリン

ピック・パラリンピックという用語や大会エンブレムが自由に使えないといった制約に

プロジェクトのやりにくさや難しさを感じる事業者も多かったようである。また、本事

業を一過性の取組みに終わらせるのではなく、2020 年に向けて継続的な発信が重要だ

と認識する一方で、そのためには安定的な資金確保が必要との意見も多く寄せられた。 

 

（表 3）2020 年大会に向けた機運醸成にあたっての課題 

課題の種別 内容 

行政との調整、実施場所における

厳格なルール 

• 公共空間・文化財等の利用にあたって複数の関係先

との調整が必要 

• 空港でのイベント実施時は音響の使用不可、など 

オリンピック・パラリンピックと

の関連性 

• オリンピック・パラリンピックという用語やエンブ

レムの使用不可 

• 2020 年まで継続的な取組みが必要 

イベント告知・集客の難しさ 
• 十分な告知期間の確保 

• 特に地方イベントへの集客をどう図るか 

資金面の問題 
・ 今後の事業継続、発展のためには安定的な資金確保

が必要 

事業実施後の継続的な情報発信 ・ 事業参加者以外への関心喚起をいかに行うか 
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３．共生社会の実現に向けた多言語対応・バリアフリー対応 

（１）対応状況 

採択案件の多言語対応とバリアフリー対応等の状況を一覧化したのが、表4である。 

 

（表 4）バリアフリー・多言語対応の状況 

事業名 
多言語 

対応・発信

バリアフ

リー対応

障がい者

芸術・社会

参加 

地域の魅

力発信・被

災地支援

大相撲国際文化交流イベント「大相撲

beyond2020 場所」 
○ ○   

新作能「水の輪」beyond2020 ○  ○ ○ 

第一回超人スポーツゲームズ  ○ ○  

LIGHT UP NIPPON 全国一斉花火    ○ 

風とロック芋煮会 2016 白河の関ステージ   ○ ○ 

東京ハーヴェスト  ○  ○ 

共創社会実現のための舞台芸術プロジェ

クト 
 ○ ○  

東京オリンピック・パラリンピックに向け

た障がい者アートフェスタ 2016 
 ○ ○  

THE JAPAN CONNECT プレイベント ○ ○  ○ 

番組企画 多彩にっぽん！まち・ひと・文

化～日本各地のホストタウンへ、ようこ

そ！～ 

○   ○ 

「“にぎわい” ルーツ・ジャパン」プロ

ジェクト ～芸による町興しと情報発信を

目指して～ 

○ ○  ○ 

あたらしい工芸 -KOGEI Future 

forward- 
○ ○  ○ 

流鏑馬に関する情報の海外発信および実

況解説などの多言語化事業 
○    

和の心 ～雅楽＆武道～ ○    

いけばな JOIN プロジェクト ○  ○  

レガシーの未来への継承”DRUM TAO を通

じた地域コンテンツ魅力増進及び誘客・情

報発信実証実験 

○ ○  ○ 

KIMONO を活用した異文化相互理解促進プ

ロジェクト 
○    

Playable City Tokyo 2016: テクノロジー

と創造性で新しい都市体験を創出する国

際コラボレーションプログラム 

○    

日本の“まつり”Re-Design プロジェクト ○   ○ 
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事業名 
多言語 

対応・発信

バリアフ

リー対応

障がい者

芸術・社会

参加 

地域の魅

力発信・被

災地支援

DENIM Run ONOMICHI -ファッションと地域

文化による訪日対策事業 
   ○ 

コンテンツ投稿サイト「カクヨム」を使っ

た地域文化創造プロジェクト 
○ ○  ○ 

日本を愛する世界的に著名な海外ファッ

ションデザイナーによるプレゼンテー

ション 

○   ○ 

多様性社会を目指した御食国“常若”文化

プロジェクト 
○   ○ 

漫画家が提案する障がい者スポーツ・マン

ガの普及プロジェクト～「Be The HERO 

2016」プロジェクト 

  ○  

世界をリードする、日本の映画鑑賞用最新

バリアフリー技術を活かした、多言語対応

“おもてなし”プロジェクト 

 ○   

別府ダイバーシティアカデミア～私たち

が育んだやさしさとしなやかさ～ 
○ ○ ○ ○ 

障がい者の優れた芸術作品による文化創

造プロジェクト 
 ○ ○  

世界遺産 薬師寺 健康祈願バリアフリー

イベント 
○ ○ ○ ○ 

外国人にもわかる”和の住まい文化劇場”

－大阪くらしの今昔館と吉田家住宅で紡

ぐ和の住まい文化 体感 to 共感- 

○   ○ 

和食文化の発信・伝達方法のモデル構築～

多言語化を視野に～ 
○ ○  ○ 

MEDIA AMBITION TOKYO デジタリースケー

プ 
○ ○   

誰もが楽しめる自由な芸術祭「ユニバーサ

ルアートフェスティバル in すみだ」 
 ○ ○  

 

（２）対応事例 

共生社会の実現に向けた多言語対応、バリアフリー対応の具体事例について、以下 4

つの観点でまとめることとする。 

 

① テクノロジー・デバイス（最新技術・機器）の活用 

外国人や障がい者にも同じ空間で、同じ条件で、同じレベルでイベント等を楽しん

でもらうため、最新テクノロジーを駆使した関連機器を用意するといった環境整備を

－26－



 

行う事例がみられた。例えば、「新作能『水の輪』beyond2020」（山本能楽堂）では、

外国人にも能楽を楽しんでもらえるよう、スマートフォンを活用した字幕アプリ（日

本語・英語）を配信。参加者が手元にあるスマートフォンで、必要に応じて字幕を利

用し、能装束や小道具、能の歴史などについて知ることができるとともに、他の鑑賞

者に影響がない形で公演を楽しめることが好評を得た。 

「世界をリードする、日本の映画鑑賞用最新バリアフリー技術を活かした、多言語

対応“おもてなし”プロジェクト」（バリアフリー映画研究会）においては、障がい者

と健常者が同じ空間で映画鑑賞を行うため、新しい映画鑑賞支援機器（UD Cast）を使

用。聴覚障がい者に対してはメガネ型端末に字幕を表示、視覚障がい者に対しては個々

の端末に音声ガイドを流すことによりバリアを解消し、それらの技術的な課題を分析

した。 

「MEDIA AMBITION TOKYO デジタリースケープ」（画像情報教育振興協会）では、2020

年に向けたテクノロジーとアートと都市の可能性を探るトークセッションの際に、音

声認識と音声合成機能を用いてリアルタイムで字幕を作成する「UD トーク」を活用。

多言語の翻訳機能も実装することで、障がい者バリアフリーだけではなく、言語バリ

アフリーにも対応した。 

 
＜代表的な事例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDCast 
＜バリアフリー映画研究会＞ 

スマホによる字幕配信 
＜山本能楽堂＞ 

UD トーク 
＜画像情報教育振興協会＞ 
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② 心のバリアフリー実現に向けた取組み 

ハード面の環境整備だけではなく、障がい者等との心のバリアを取り除くための取

組みとしては、「共創社会実現のための舞台芸術プロジェクト」（スロームーブメント

実行委員会）や「誰もが楽しめる自由な芸術祭『ユニバーサルアートフェスティバル

in すみだ』」、「第一回超人スポーツゲームズ」（超人スポーツ協会）などがある。 

「共創社会実現のための舞台芸術プロジェクト」では、障がい者によるパフォーミ

ングアーツの推進のため、ワークショップ等を通じて新たなパフォーマーの発掘・育

成を行った。その背景には、2012 年ロンドン大会でのパラリンピック開会式や「アン

リミテッド」を代表とする障がい者アーティストに焦点を当てた文化プログラム等が

現地市民の障がいに対する意識を大きく変えたとされており、2020 年に向け日本にお

いても、障がい者の舞台芸術や表現活動の環境を向上させ、社会の意識変革をもたら

したいとの思いがある。ワークショップの実施に際しては、障がい者のパフォーマン

スをサポートする人材を集めるため、チラシ配布やホームページ等での公募を通じて、

障がいタイプの異なる障がい者や 5 歳〜50 代までの一般市民を広く募集し、両者が一

緒にトレーニングできる場づくりを行った。 

「誰もが楽しめる自由な芸術祭『ユニバーサルアートフェスティバル in すみだ』」

では、当日の運営スタッフ、ボランティアスタッフ向けに、あらかじめ障がい者に対

する正しい接し方、ユニバーサルマナー（多様な人々に向き合うための心づかいと行

動）についての講座を実施するなど、来場者の満足度向上を図った。 

「第一回超人スポーツゲームズ」においては、得意・不得意、年齢、障がい、資格

を問わず、誰もがスポーツを楽しむための取組みとして、関連機器を使った超人スポー

ツ競技完成度の向上、競技者の育成、超人スポーツゲームズの開催という 3 つの施策

を段階的に実施。これらを通じて、障がい者と健常者が同じフィールドで競い合える

ことの価値を示した。 

 
＜代表的な事例＞ 

 

 

 

 

障がい者と健常者が一緒にトレーニング 
＜スロームーブメント実行委員会＞ 

第一回超人スポーツゲームズ 
＜超人スポーツ協会＞ 
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③ 効果的な周知・情報発信 

イベントへの集客や対外発信を効果的に実施したプロジェクトとして、「DRUM TAO in 

岡城跡 プレミアムライブ」（竹田市）や「別府ダイバーシティアカデミア～私たちが

育んだやさしさとしなやかさ～」（（株）JTB コーポレートセールス）、「流鏑馬に関す

る情報の海外発信および実況解説などの多言語化事業」（大日本弓馬会）を取り上げる。 

「DRUM TAO in 岡城跡 プレミアムライブ」では、イベント広報にあたり、DRUM TAO

のファンクラブメールや日本政府観光局（JNTO）、九州観光推進機構等のフェイスブッ

クページを通じた多言語案内が多くの集客につながった。また、「別府ダイバーシティ

アカデミア～私たちが育んだやさしさとしなやかさ～」では、80 カ国以上の留学生が

集まる大分県別府市において、立命館アジア太平洋大学（APU）の留学生、地元の旅館

関係者等による宣伝チームを組成し、大学や商店街、公衆浴場などへの掲示やチラシ

設置を行い、多くの参加者を呼び込んだ。 

試行プロジェクトの様子を動画に収め、外国語字幕を付した上で広く発信するとい

う取組みは多くみられたが、中でも「流鏑馬に関する情報の海外発信および実況解説

などの多言語化事業」の場合、鎌倉時代から続く流鏑馬のルーツ・世界観をわかりや

すく伝えるための工夫を行った。具体的には、技の披露だけに留まらず、流鏑馬が競

技ではなく神事であることや、歴史、式次第、射手、装束、馬具（鞍・鐙）等の周辺

情報を広く扱うことで、当時の習俗や風習、武士文化を含めた理解促進に資するよう

に構成。その結果、世界 62 カ国の視聴者からのアクセスを得た。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ユニバーサルマナー検定の活用 
＜中日新聞社＞ 
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＜代表的な事例＞ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 体験型・参加型イベント 

近年の訪日観光（インバウンド）市場では、「モノ消費」（買い物中心）から「コト

消費」（体験中心）へと関心が移行してきていると言われるが、本事業においても来場

者が自ら体験、参加できるような要素をうまく組み込んだプロジェクトが高い満足度

を獲得し、また効果的な PR にもつながっていた。 

例えば、「外国人にもわかる”和の住まい文化劇場”－大阪くらしの今昔館と吉田家

住宅で紡ぐ和の住まい文化 体感 to 共感-」（大阪市住宅供給公社）においては、江戸

時代の大坂のまちを実物大で再現した「大阪くらしの今昔館」を舞台に、外国人が当

時の町人の生活文化を描く演劇シーンの一員として参加。併せて、ガイダンス映像や

タブレットを使い、当時の暮らしの様子を多言語で解説した。その結果、参加者から

は「視覚、聴覚、味覚、嗅覚をフルに刺激され、多角的に和の文化を体験できた」と

いった声が寄せられた。 

「和食文化の発信・伝達方法のモデル構築～多言語化を視野に～」（和食文化国民会

議）では、ユネスコ無形文化遺産に登録された「和食」文化の普及のための体験会を

アーティストの海外ファンサイトや 
日本政府観光局（JNTO）海外サイトで募集

＜竹田市＞ 

留学生の活用 
＜（株）JTB コーポレートセールス＞ 

 

 

動画の活用・発信 
＜大日本弓馬会＞ 
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実施。会に参加した国内在住の外国人や障がい者・アスリートらは、著名な和食料理

人等による調理実演を見聞きした上で、実際に出汁の取り方、太巻き寿司の作り方を

体験した。障がい者向け対応の観点からは、体験会のために作成した点字版のパンフ

レットをはじめ、和食の実演会のニーズが高いことが確認された。 

 
＜代表的な事例＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）課題 

本事業における多言語対応、バリアフリー対応の課題を整理すると、表 5 のとおり

となる。まず参加者を受け入れるにあたっての環境・体制整備の段階で、バリアフリー

対応の会場確保が困難、あるいは外国語表示が少ないといったハード面の課題とともに、

受け入れスタッフの知識・経験不足といったソフト面にも課題があるとする事業者が多

くいた。障がい者対応では、特に視覚障がいと聴覚障がいの違いなど、異なる障がいの

タイプに合わせて適切な対応を取るのが困難であったようである。また、外国人の受け

入れでは、食イベントでのハラール対応をはじめ文化・宗教上の違いへの配慮が欠かせ

ないことが浮き彫りとなった。ただ、それらに対処するためには、人材教育・育成、ま

た付加コストの負担といった課題が生じる。 

次にイベント集客の段階において、外国人の参加呼び込みのためにホームページを

多言語化したものの、それだけでは外国人の参加促進につながらなかったという事例が

和食の体験型実演会 
＜和食文化国民会議＞ 

 

能への外国人児童の出演 
＜山本能楽堂＞ 

 
外国人が演劇シーンに参加 
＜大阪市住宅供給公社＞ 
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多かった。また、障がい者の参加についても、福祉施設等に直接働き掛けて案内した場

合を除き、一般参加での来場があったという事例はほとんどなかった。いずれのケース

においても、複数の広報チャネルをうまく組み合わせ、“待ち”の姿勢ではなく、参加

を呼び込みのための能動的なアプローチが必要だと言えよう。 

最後に、今回の多言語対応とバリアフリー対応の取組みを一過性に終わらせず、今

後いかに自主事業として継続・発展させていくかという問題意識を伝える声が多かった。

ただ、前述のとおり、場合によっては付加コストの負担といった問題が生じるため、ま

ずは本事業を通じて得られた課題をもとに、“できることから始める”ということであ

ろう。 

 

（表 5）多言語対応、バリアフリー対応の課題 

課題の種別 内容 

ハード面・ソフト面でのバリアフ

リー対応 

• バリアフリー対応の会場確保は困難（特に野外イベン

ト） 

• 外国語表示が少ない 

• 受け入れスタッフの知識・経験不足 

• 様々な障がいのタイプに対する対応 

• 外国人の受け入れでは文化や宗教上の違いへの配慮が

必要 

人材・コストの問題 
・ 対応スタッフの教育、人材育成 

・ 付加コストの負担 

外国人、障がい者への効果的な周

知・情報発信 

• ホームページの多言語化だけでは外国人の参加につな

がらない 

• 障がい者向け周知は、福祉施設等経由以外は困難 

継続性の問題 
・ 一過性の取組みに終わらず、（自主事業として）いかに

継続・発展させていくか 

 

（４）ポイント 

それでは、これらの多言語対応、バリアフリー対応における課題をいかに解決し、

共生社会の実現を図っていくか。本事業を通じて得られた示唆（ポイント）を、事業の

進捗に合わせて①環境整備（参加しやすい環境づくり）、②周知（来てもらう、知って

もらう）、③現場対応（体験し、満足してもらう）、④効果検証・課題分析（振り返る）

⑤普及・改善（次に生かす）という 5つの段階で整理した（図 8 参照）。  

第 1 の環境整備の段階では、山本能楽堂やバリアフリー映画研究会の取組みのよう

にテクノロジー・デバイスの活用によりバリアを解消するというのが参考になる。また、

スロームーブメント実行委員会や超人スポーツ協会の事例のように、障がい者と健常者

が一生に楽しむ場を提供するといった心のバリアフリー実現に向けた取組みも考慮す

べきであろう。 

第 2 の周知の段階では、自らのホームページ上の案内だけに留まらず、竹田市の事
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例のように他の情報発信力のあるサイトを活用するなど、より多くの参加者を呼び込む

ための工夫が必要となる。 

第 3 の現場対応の段階では、大阪市住宅供給公社や和食文化国民会議の取組みのよ

うに参加者自らが体験、参加するイベントに仕立てるとともに、実施主体側が伝えたい

と考える文化的背景・知識について映像や画像を交えて補足説明することがポイントと

なる。 

第 4 の効果検証・課題分析の段階は、まさに本事業の趣旨そのものであり、全プロ

ジェクトにおいて、参加者アンケートやヒアリング等により、定量・定性的効果の検証

に加え、課題の洗い出し、今後に向けた将来計画の策定を行った。 

第 5 の普及・改善の段階では、事業参加者以外にも広く自らの取組みを拡散・普及

するために、大日本弓馬会などのように動画活用による対外発信というのも考えられる。  

そして、事業実施を通じて明らかとなった改善点を見直し、次回の企画に反映させると

いう視点が何より重要である。その点、日本相撲協会は本試行プロジェクトの結果を踏

まえ、本場所においても外国人対応や障がい者向け対応を充実させていきたいとの意向

を持っており、大いに参考になるケースである。 

以上の PDCA サイクルを回すことで、健常者、障がい者、外国人の全員が同一空間で、

同じレベルで楽しめるイベント・事業に少しでも近づけると言えよう。 

 

（図 8）多言語対応、バリアフリー対応のポイント＜本事業から得られる示唆＞ 
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最終的なまとめとして、上記の多言語対応、バリアフリー対応のポイントに対し、

本事業の中で関連する取組みを行った事例を図 8のとおり整理した。 

第Ⅳ章の各試行プロジェクトの実施内容を読み進めるにあたり、参考にしていただ

きたい。 

 

（図 9）多言語対応、バリアフリー対応＜まとめ＞ 
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第Ⅳ章 各試行プロジェクトの実施内容 

第Ⅳ章では、各試行プロジェクト実施主体から提出のあった事業実施報告書の一部を抜粋し、以

下のとおり分野別に実施内容をまとめた。 

 

１．伝統芸能・工芸 

大相撲 beyond2020 場所 

公益財団法人日本相撲協会 

 

実施団体 公益財団法人日本相撲協会 

実施時期(※) 2016年 10月 

場 所 東京都 

概 要 日本文化の体現者たる「相撲」の国際発進力や障がい者のアクセス性

を強化するべく、枡席を外国人客で埋め尽くし、外国語対応が可能な

和装スタッフによる対応、英語による解説など配した、一日特設イベ

ントを行うとともに、プロジェクトを通じ多様性に応じた導線のあり

方、座席位置、案内等の運営検討、実証的データを整備するとともに、

日本文化や大相撲の魅力を国内外に発信し、機運醸成につなげる。 

効果検証方法 ・外国人による日本文化への理解促進、障害の程度や多様性に応じた運

営方法を検討し、国内での共生社会の実現につなげる。 

・参加者に対するアンケート等を通じた評価により、効果検証を行う。 

※効果検証期間を含む（以下同じ）。 

 

試行プロジェクトの目的 

2020 年オリパラ大会はスポーツの祭典であると同時に文化の祭典。この機に日本の国技、相撲

の魅力を国内外に発信することは 2020 年オリパラ大会の機運醸成のために必須である。 

本場所来場者として最近特に増加傾向にある外国人観戦者や障害者の方々へ充分な「観戦機

会の提供」が現状なされていない。外国人の方々や障害者を主な観客としたテストイベントを開催

し、相撲に対する一層の理解促進を今回のプロジェクトを通じて図りたい。 

こうした取組みを 2020 年まで継続することにより、日本文化への海外の理解が高まり、又国内で

の共生社会の実現が後押しされ、オリパラ基本方針に明記された新しい日本作り、オリパラ大会後

も継続されるレガシーの創出に貢献できるものと考えている。 

 

取組み内容 

＜開催概要＞ 

事業名称：大相撲 beyond2020 場所 

開催日:2016 年 10 月 4 日（火）          
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開催時間：開場 11 時/開始め 12 時/終亮 15 時 

場所：両国国技館 

主催：公益財団法人日本相撲協会 

座席：１階タマリ席 収容人数は約 220 名 

1 階マス席 4 人マス席を２名で使用、収容人数は約 2,700 名  

合計 約 3,000 名 

送客協力先：外務省、観光庁、ＪＮＴＯ、日本の大学に在学中の外国人留学生、 

ＮＨＫ厚生文化事業団等 

観客：外国人、障害者を主に招待 

 

＜当日の実施内容＞ 

10:30 集合 春日野広報部長による訓示、横綱 日馬富士による気合いの三本締め 

11:00 開場 お出迎え、ふれあい、おもてなし 

審判親方・十両力士・行司２名・呼出２名・若者力士（２交代制） 

12:00 開演  

ふれ太鼓   

↓ 

相撲基本動作 若者力士 高三郷、勝武士 

↓ 

子供の稽古 幕内力士 髙安、御嶽海、松鳳山、遠藤 

↓ 

髪結い実演 幕内力士 勢、佐田の海 

床山        床盛、床隆 

↓ 

櫓太鼓打分 呼出 大吉 

↓ 

綱締め実演 横綱 鶴竜 

↓ 

幕内土俵入り 

↓ 

横綱土俵入り 

↓ 

13:20 来賓・主催者の挨拶 

↓  

三段構え 横綱 日馬富士、鶴竜 

行司 式守伊之助  
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↓  

幕内取組 

↓         

弓取式 

↓ 

15:00 頃 打ち出し 和装スタッフお見送り 

 

＜来場者に向けた取り組み＞ 

外国人 

英語対応の案内スタッフ２５名を配置 

パンフレット・取組表、場内サイン看板を英語表記で作成・設置 

場内放送を日本語と英語で交互実施 

インターナショナルスクールの生徒２０名が土俵上で力士とともに稽古を体験 

障害者 

聴覚障害者へ、手話や要約筆記（モニターによる表示）を土俵前に設置 

聴覚障害者へ、磁気ループ（ヒアリングループ）の設置 

視覚障害者へ、点字による当日プログラムの配布 

総合案内に手話スタッフの配置 

総合案内に筆記ボードを設置 

 

効果と課題 

実施目的 

本場所来場者として最近特に増加傾向にある外国人観戦者や障害者の方々へ充分な「観戦機

会の提供」が現状なされていない。外国人の方々や障害者を主な観客としたテストイベントを開催

し、相撲に対する一層の理解促進を今回のプロジェクトを通じて図りたい。 

こうした取組みを 2020 年まで継続することにより、日本文化への海外の理解が高まり、又国内で

の共生社会の実現が後押しされ、オリパラ基本方針に明記された新しい日本作り、オリパラ大会後

も継続されるレガシーの創出に貢献できるものと考えている。 

 

＜2020 年オリパラ大会の機運醸成＞ 

実現手段： 

外国人約 1,400 名（約 150 ヶ国）を招待し、観覧いただいた。 
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写真撮影スポットとして会場に大看板を設置 

Twitter ハッシュタグ#Sumo2020 を付けてツイート促進 

関取衆によるお出迎え 

パンフレット・取組表を英語表記メインで作成 

英語対応の御案内スタッフ２５名を配置 

国技館で三段構え、髪結い実演などを２１年振りに実演 
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英語表記の場内サイン看板を設置 

  

インターナショナルスクールの生徒２０名が稽古を体験した  

  

 

効果 

外国人が約 90 ヶ国、約 1,000 名が国技館に来場 

関取衆によるお出迎えや席で観覧する力士と触れあう事で、江戸時代以前より続く日本の伝統

文化である「髷」や「着物」を間近に見て、またその大きな体やビン付け油の香りなど、五感を通し

約 1,000 名の外国人の方々が大相撲を体感できた。 

 

日本文化の理解を海外へ促進 

臨場感溢れる英語の場内ＭＣにより相撲の文化的プログラム（三段構え、髪結い実演、横綱の綱

締め実演、櫓太鼓実演など）を海外の方々が観覧。配布したパンフレットを通し相撲の歴史を学ぶ

機会を提供。江戸時代より今と変わらない様式で行われる幕内土俵入りや相撲の取組などを生で

観覧いただき、大相撲の様式美など日本の伝統文化を外国人の方へお伝えする事ができた。 

 

#Sumo2020 で日本の伝統文化を世界へ発信 

場内看板、場内放送、パンフレット等を通して Twitter ハッシュタグ#Sumo2020 を付けてツイートを
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促進。結果、10月4日と5日の2日間で約9,000ツイートが行われた。Twitterトレンドに#Sumo2020

がランクイン。10 月 4 日のランキングで常時 2 位〜6 位を行き来していた事から、Twitter 上で本イ

ベントの様子が拡散されていた。 

来場者アンケートの結果、「本日の様子を自身のブログやＳＮＳに投稿しますか？」の質問にはい

が７８％と高く、ＳＮＳは拡散性があるため、国内外の多くの方へ本イベントの様子が伝わったことに

より、2020 年オリパラ大会の機運が醸成された。 

 

三段構えの話題性により、多くのメディアで取り上げられる 

話題性のある演目を実施することにより、当日の様子を多くのメディアが取り上げる事により、来場

いただいた方以外にも多くの日本人に向けイベントの様子を伝える事ができ、海外だけでなく国内

でも 2020 年オリパラ大会の機運が醸成された。 

また、滅多に行う機会がない、特別な催しの際に行う三段構えを国技館では 21 年振りに行う事が

でき、横綱をはじめ現役の関取衆や若者力士など三段構えを知らない・見たことのない世代に三

段構えを受け継いでいくための試みとして、非常に意義のある取り組みであった。 

 

来場者アンケート集計結果（389 名、来場者の 38%が回答） 

 

Q： 本日のイベント内容に満足いただけましたか？ 

65%  大変満足  

31% やや満足 

3% どちらかといえば満足 

0% どちらかといえば不満 

1% やや不満 

0% 大変不満 

 

Q： 今後も大相撲に行こうと思いますか？ 

49% 大変行きたい 

37% やや行きたい 

12% どちらかといえば行きたい 

2% どちらかといえば行きたくない 

0% あまり行きたくない 

0% まったく行きたくない 

 

来場者国別トップ 10（日本を除く） 

1 位 アメリカ       77 名 

2 位 中国       31 名 
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3 位 ドイツ         22 名 

4 位 イギリス       19 名 

5 位 ベトナム       14 名 

6 位 フランス       12 名 

7 位 インド         10 名 

8 位 タイ          10 名 

9 位 オーストラリア    9 名 

10 位 カナダ        8 名 

 

＜共生社会の実現＞ 

実現手段： 

さまざまな障害を持つ障害者約 730 名を招待 

（知的障害・精神障害関係・聴覚障害・盲ろう者・視覚障害・知的障害・精神障害・発達障害等） 

  

 

聴 覚 障害者 へ 、手話 通 訳や要 約 筆記 （モ ニ ター によ る 表 示 ） を 土 俵前に 設 置
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聴覚障害者へ、磁気ループ（ヒアリングループ）の設置 

視覚障害者へ、点字による当日プログラムの配布 

  

 

このほか、総合案内に手話スタッフを配置し、総合案内に筆記ボードを設置するなどの対応をし

た。 

 

効果： 

多くの障害者に大相撲観戦を楽しんでいただけた 

約 730 名の障害を持つ方々が一緒に大相撲を観戦。看護師も待機していたが、当日は目立った

トラブルや緊急対応が必要になるような急病人がることもなく、大相撲観戦を楽しんでいただけた。 

 

多様な障害に対応するための準備 

聴覚障害者の方々へ観戦していただくため、手話通訳や要約筆記モニターや磁気ループの設

置を行った。視覚障害の方々へは点字パンフレットを用意。知的障害や発達障害や精神障害を持

つ方々へは、クーリングルームを複数用意。多様な障害者を受け入れるにあたり、従来行った事の

ない初めての取り組みを複数行うことができた。 

 

多様な障害を持つ方々に大相撲観戦の機会を提供 

＜来場者アンケートの声＞ 

「聴覚障害者です。テレビでは見られない「生」の声を文字通訳で見られて初めての経験に興奮

しました。耳から入ってこない言葉はたくさんあるのだと痛感しました。」 

「入館時に出迎えの方で行司さんの軍配を視覚障害者のために触らせていただきました。本来

触ることのできないものを触ることができ、とても良い経験ができました」 

「私たち障害者にはめったにこういった機会に恵まれません。大変嬉しく楽しく拝見しました」 

なかなか観戦の機会に恵まれない、障害があるからと諦めていた障害者の方々から、感謝を述べ

る感想をいただいた。当初の企画段階から、観戦の対象を「外国人」「障害者」に絞り実施した事に

より、障害者の方々へ普段は行わない対応を準備する事ができた結果、多様な障害を持つ方々に

大相撲観戦の機会を提供する事ができ喜んでいただく事ができた。 
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来場者アンケート集計結果（415 名、来場者の 56%が回答） 

Q： 本日のイベント内容に満足いただけましたか？ 

52% 大変満足 

25% やや満足 

19% どちらかといえば満足 

2% どちらかといえば不満 

2% やや不満 

1% 大変不満 

 

Q： 今後も大相撲に行こうと思いますか？ 

36% 大変行きたい 

19% やや行きたい 

25% どちらかといえば行きたい 

9% どちらかといえば行きたくない 

6% あまり行きたくない 

5% まったく行きたくない 

 

 

Q：障害の種類 

視覚障害  13%  

聴覚障害 13%    

身体障害  4%  

知的障害 43% 

精神障害 11%  

その他    2%  

付き添い 13% 

 

課題 

来場者率の改善 

招待者 2,936 名のうち、実際に来場した方が 2,141 名で来場率は 72%となった。約７割の方に来

場いただいたので来場率は低くはないと考えるが、前方の席に空席が目立った事と１マス２名使用

にしていた事もあり、空席が多い印象があり場内の活気が少なく見えた。 

招待制のイベントということもあり一般に向けた事前告知は行わなかったが今回の課題を踏まえ、

次回は相撲協会公式販売サイトのチケット大相撲等を活用し、一般の方も参加できる仕組みも試し

ていきたい。 
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英語版ホームページの案内が不足 

日本相撲協会の英語版ホームページに「国技館へのアクセス」ページがなかったために、何件か

問い合わせがあり、当日のアンケートでもその旨記載あった。外国人来場者のアクセス向上のため、

改善したい。 

また、当日のプログラム（パンフレット）などの案内を招待制のイベントということもありホームページ

上に掲載しなかったが、次回は参加者に事前に大相撲の興味や知識を深めていただくためにも

当日のプログラムなど、ホームページに公開するなど行っていくことを検討したい。 

 

聴覚障害者へ、手話通訳や要約筆記や磁気グループの改善 

障害者の方々へのアンケートの結果、複数の方から同様の意見があった。 

磁気ループに関しては、現場で磁気ループがある事の記載がなく、気づかなかった方がいた他、

磁気ループを使用してみたが良く聞こえなかったといった意見が目立った。次回からは事前にテス

トを行うなどし、設置する際に改善が図れるようにしていきたい。 

手話通訳や要約筆記に関しては、感謝を述べたアンケートも多数あったが、「モニターの位置が

席によって見えづらい」「太鼓や英語の解説の時に聴覚障害者は何をやっているかわからなかっ

たので、画面に演奏中など表示してほしかった」「取組中など、英語の解説が多く日本語の解説が

ない点が多々あり残念だった」など、アンケートに多数の意見をいただいた。次回は手話通訳やモ

ニターの位置を土俵近くに設置し、事前にリハーサルを行うなど位置調整を事前に行いたい。また、

場内放送係や英語ＭＣと手話通訳や要約筆記の打ち合わせの機会を複数回持つことにより、障

害を持った方もより楽しく観戦いただけるよう改善を行いたい。 
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将来計画 

 

今回、本場所来場者として最近特に増加傾向にある外国人観戦者や障害者の方々へ「観戦機

会の提供」が現状なされていない現状を踏まえ外国人の方々や障害者を主な観客としたテストイ

ベントを行った。 

無事に大きなトラブルもなく概ね来場いただいた方々にも満足いただく事ができた。 

2020 年オリパラ大会の機運醸成や共生社会の実現に向けても前向きに取り組みを行い、結果を

残す事ができた。 

今回の取り組みを生かし外国人や障害者の方々へ障害にかかわらず平等に生活できる社会に

するためのノーマライゼーションの取り組みを行っていきたい。 

具体的には、本場所においても外国人や聴覚障害者のお客様とのコミュニケーションを円滑に

行うため、総合案内に筆記用具の設置を行う。ホームページへもその旨の記載を行う。 

場内各所に英語表記のサインを設置し、外国のお客様もより楽しんでいただけるよう館内表示の

充実を行いたい。 

また、今回のような取組みを 2020年まで継続することにより、日本文化への海外の理解が高まり、

又国内での共生社会の実現が後押しされ、オリパラ基本方針に明記された新しい日本作り、オリパ

ラ大会後も継続されるレガシーの創出に貢献できるものと考えている。 

 

以上 
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新作能「水の輪」beyond 2020 

公益財団法人山本能楽堂 
 

 

実施団体 公益財団法人山本能楽堂 

実施時期 2016年11月 

場 所 大阪府 

概 要 水を大切にする気持ちで世界を一つにするべく、水の浄化をテーマに環境問

題について考える新作能「水の輪」を公演するとともに、ワークショップを

開催する。公演では、こども達と一緒に外国人が母国語で参加することで、

能の舞台を世界へと広げる。 

効果検証方法 ・多様な社会の実現に向けて、子供や外国人も参加可能な能を上演し、日本の

伝統芸能を単に観るだけではなく、自ら参加・体験するという機運を醸成。 

・参加動員数、メディア露出等を通じて効果検証を実施。 

 

試行プロジェクトの概要 
 

実施目的 
水を大切にする気持ちで世界を一つにするべく、水の浄化をテーマに環境問題について考える新作

能「水の輪」を実施し、子供達と一緒かつ外国人が母国語で参加することで、能の舞台を世界へと広げる。

多様な社会の実現に向けて、子供や外国人も参加可能な能を上演し、日本の伝統芸能を単に観るだけ

ではなく、自ら参加・体験するという機運を醸成する。 

 

取組み内容 
■本試行プロジェクトで実施した新たな試み 

・健常者の子どもたち、障害をもった子どもたちにより制作された老松の葉を使用した舞台美術の展

示と公演の実施。 

・アイ狂言の水鳥役として、日本人の子どもたちと外国人の子どもたちが一緒に出演し、日本を代表

する伝統芸能である能楽の魅力を世界に向けて発信する。 

・英語による司会、および配布資料やスマートフォン（専用アプリ）を使用することで、外国人の事業に

対する興味や鑑賞を促す。 

・能楽と障害者芸術とのコラボレーションによる新たな芸術文化の創出。 

 

ふしぎな老松づくり」（全国の約2000人の子ども達が描いた松の葉による15本の老松つくり） 
美術家の井上信太の指導の下、新作能「水の輪」の舞台美術を健常者と障がいを持つ子供達（約 2000

人）が作成した「松の葉」による、15本の「ふしぎな老松」を、グランフロント大阪ナレッジプラザに設営した

円形舞台の周囲に設営し、11月 3日、4日の 2日間、会場で展示を行い、グランフロント大阪を訪れる約

2万人の来場者が鑑賞した。公演前日の11月3日（金・祝）には、一般の方を対象にしたワークショップを

開催し、一緒に老松を作り上げた。 

 

 ＜＜ご協力頂いた学校＞＞ 

茨城県城里町立沢山小学校、大阪インターナショナルスクール、大阪府大阪市立中大江小学校、大阪

府立平野支援学校、千葉県柏市立松葉第一小学校、千葉県立船橋特別支援学校、千葉県野田市二川
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小学校、千葉県千葉市立幕張中学校、 

東京都福生市福生第三小学校、東京都立八王子東特別支援学校、富山県砺波市立鷹栖小学校、栃木

県足利特別支援学校、山形県寒河江市立白岩小学校 

 

【老 松】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

間狂言に出演する子どもたちへのワークショップ 

 

（水鳥役の間狂言の稽古） 

■10月3日（月）15：30～16：30 於：大阪インターナショナル

スクール 

・大阪の水の歴史と新作能「水の輪」についての説明 

・大阪弁によるアイ狂言のセリフの説明と実演。実際に水鳥

の狂言の「型」の動きを稽古。   

■10 月７日（金）15：30～16：30 於：大阪インターナショナル

スクール 

・水鳥のセリフと「型」の稽古 

・それぞれの母国での水環境および水に関する思い出を話し合い、セリフの中に 

落とし込んだ。  

■10月24日（月）15：30～16：30 於：大阪インターナショナルスクール 

・水鳥のセリフと「型」の稽古 

・それぞれのセリフの確認と出演する順番や後半部分での動きを稽古した。   

 

（ふしぎな水鳥作り・衣装・小道具つくり） 

■10月17日（月）15：30～16：30 於：大阪インターナショナルスクール 

・アイスブレーキング：子ども達との距離を縮めるためのワークショップ 

空の地図のイメージ（雨、雷、風、鳥） 大地の地図

のイメージ（動物、川、地下水、水脈） 種の地図の

イメージ（虫、根、地中、きのこ、花粉） 自然の地

図のイメージ（全ての植物） 太陽の地図のイメージ

（宇宙、光、エネルギー） 
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■10月24日（月）16：30～17：30 於：大阪インターナショナルスクール 

・ふしぎな水鳥ほうき作り：子どもたちが好きな水鳥を選び、自由に着色し、小道具の「ふしぎな水鳥ほう

き」を制作する。 

■10月31日（月）15：30～16：30 於：大阪インターナショナルスクール 

・ふしぎな水鳥衣装作り：子どもたちが当日着用する衣装・帽子を手作りで制作する。背中には「水」

「ACUA」「물」「पानी」など、子どもたちの母国の言葉で「水」を描く。 

 

「ふしぎな老松づくり」公開ワークショップ＠グランフロント大阪ナレッジプラザ 

■11月3日（金・祝）13：00～15：00 

・一般の方に向けた「ふしぎな老松づくり」ワークショップを実施し、一緒に老松を制作した。ナレッジプ

ラザに設営したステージの横で実施。約 80 名が参加し、「水を大切にする気持ち」を自分たちの松に込

めて描き、老松を仕上げた。 

 

公開リハーサル（メディア対応） 

■2016年11月3日（木）16：00～17：30 於：グランフロント大阪ナレッジプラザ 

・メディアに向け、グランフロント大阪ナレッジプラザで、公開リハーサルを実施した。NHK大阪放送局、

NHKワールド、MBS毎日放送、朝日新聞、読売新聞、共同通信社等から取材を受けた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （公開ワークショップの様子）              （公開リハーサルの様子） 

 

外国人も日本人も一緒に古典芸能を楽しむことができる環境つくり 
今回の事業では、日本人も外国人も同じように、ユネスコ世界無形文化遺産の能楽を楽しむことができ

る環境づくりにも取り組んだ。具体的には①スマートフォンを活用した「字幕」アプリの配信（日本語/英

語）、②アプリによる公演内容の解説（日本語/英語）③英語よる司会進行 ④日本語、英語による資料を

配布、により、外国人の事業に対する興味や鑑賞を促すことができた。特に、「字幕」アプリは好評であり、
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各人が手元にあるスマートフォンで、気軽に必要な場面でのみ「字幕」を利用し、他の鑑賞者にも迷惑が

かからないことから、大変好評であった。また、アプリによる公演内容の解説も、約 1 時間の公演内容が 5

分間のアニメーションで楽しむことができ、能装束や小道具、能の歴史などについても知り、学べること、

また、公演終了後にも楽しむことができる事から、非常に有益であるとの声を多くいただいた。 

 

① スマートフォンによる「字幕」配信・アプリによる公演解説の配信（アニメーションを活用） 

今回の公演のために、新たに「字幕」アプリを開発し、公演中、日本語と英語で配信。 

日本語の「字幕」アプリは、「詞章そのまま」と「現代語訳」、英語の「字幕」アプリは、「英訳したもの」と「詞

章そのまま」を配信し、利用者からは高い評価を得た。アプリを活用した「字幕」配信はこれまでにない取

り組みとして、高い関心が寄せられ、メディアでも取り上げられた。 

② 日本語・英語による司会・資料の配布 

 日本語と英語の司会者をたて、司会を日本語・英語でおこなうとともに、プログラムなど資料も英語で

作成し配布し、外国人も日本人と同じように、同じ公演を楽しめるよう取り組んだ。 

（字幕アプリ 日本語・英語対応） 

 

 

（公演内容を 5分間のアニメーションで解説 日本語・英語対応）  

 

 
新作能「水の輪」beyond2020  公演 
【開催日時】 2016年11月4日（金）18：00～19：30  

【開催場所】 グランフロント大阪ナレッジプラザ特設ステージ 

【プログラム】  

18：00  挨拶 外務省関西特命全権大使 鈴木庸一 / 文化庁文化芸術創造都市振興室長 佐々木雅   

     幸 

18：10 クロストーク「障がい者芸術のこれから」  

栗栖 良依(SLOW LABEL ディレクター)×山本佳誌枝（山本能楽堂 事務局長） 

18：20 SLOW MOVEMENT ショートパフォーマンス 森田 かずよ（義足のダンサー） 

18：30 「水の輪」オープニング宣言  野村 萬斎 
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18：35 新作能「水の輪」beyond2020   作：山本 章弘 狂言監修：野村 萬斎 

19：25 2020年に向けて   出演者一同 

19：30 終演 

 

① 公演前に英語ガイドの配布、英語による新作能の解説を行った。司会は日本語と英語で進行。 

② 上演の前半と後半の合間に行われる間（あい）狂言に一般公募の子供達（20～30 名、日本人及び

国内在住の外国人）間狂言の水鳥になって参加。日本人の子供は「大阪ことば」、外国人の子供

は母国語で出演。 

③ アイ狂言の水鳥の子供たち（15か国にルーツを持つこどもたちの参加） 

 

（出演者） 

・前シテ：掉さす女 山本章弘（重要無形文化財総合指定保持者） 

・後シテ：水神 山本章弘（重要無形文化財総合指定保持者） 

・ツレ ：龍神 山本麗晃 

・ワキ：旅の僧 福王知幸（重要無形文化財総合指定保持者） 

・笛：斉藤敦、小鼓：成田達志（重要無形文化財総合指定保持者）、大鼓：山本哲也（重要無形文化

財総合指定保持者）、太鼓：中田弘美（重要無形文化財総合指定保持者） 

・後見：上田貴弘、梅若基徳（以上重要無形文化財総合指定保持者） 

・地謡：杉浦豊彦、吉井基晴、大西礼久（以上重要無形文化財総合指定保持者）、井戸良祐、林本大

ほか 

 

（水の輪のあらすじ） 

むかしむかし、都に住む男の人が、難波に向けて旅に出ます。途中、山崎のあたりまで来ると、きれい

な湧き水があったので飲んで休んでいると、一羽の老鳥があらわれ「難波の水が汚れて大変なことに

なっていると知らせがありました。私は年をとり、難波まで行けないので、代わりに見てきてください」と頼

みます。そして、男の人が淀川に行くと、女の人がこぐ一隻の川舟があらわれました。男の人は自分が難

波をめざしていることを告げ、川舟に乗せてもらうことにします。 

 舟の中で、女の人はむかしの淀川の美しい様子を語りますが、難波の近くまで来ると、様子がみるみ

る変わり、汚れてしまった水をなげき、このような川にはいることができない、と言って姿を消してしまいま

す。 

 男の人がひとりでたたずんでいると、そこに一羽の水鳥が飛んできたので、今の出来事を水鳥に話し

ます。水鳥は、その女の人はきっと水の神様で、昔は水の神様が淀川に住んでいたが、やがて水が汚れ、

姿を消してしまったことを語り、もう一度水の神様に帰ってきてもらうために、仲間の水鳥たちを集め、掃

除をはじめます（水鳥たちの舞）。 

 やがて、きれいになった川には、龍神があらわれ、きれいな流れの水の道を作ります。みんなで波を

しずめて待っていると、水の神様があらわれます。水の神様は、みんなの努力で水がきれいによみが

えったことを喜び、舞を舞います。最後はみんなで水のありがたさと難波の繁栄を祝うのでした。 
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【公演の様子】 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

【メディア掲載実績】 

 本試行プロジェクトは 2020年オリパラ大会への関心を高め、その意義を伝え、機運を醸成するために

事業を実施したが、その大きな成果として、以下のメディアで今回の事業が取り上げられ、その内容が発

信された。特に世界約 150 か国で放送される NHK ワールドで、今回の事業が 2 つの番組で放送された

ことは、世界への発信として非常に大きな効果があった。 

・10月10日(月) 大阪日日新聞、読売新聞 

・11月4日(金)   MBS毎日放送「あさチャン！」、朝日新聞朝刊、共同通信社による配信（産経新聞な 

ど） 

・11月16日(水)  NHKワールド NEWS ROOM TOKYO  約15分間の特集番組 世界に向けて配信 

・11月21日(月)  読売新聞夕刊（1面・3面） 

・11月29日(火)  NHK大阪放送局 「ニュースほっと関西」約10分間の特集番組 

・11月30日(水)  NHK大阪放送局 「おはよう関西」約10分間の特集番組 

・12月15日(木)  NHKワールドNEWS ROOM TOKYOで「ニュースほっと関西」の特集を海外向けに 

放送 

・12月22日(木) NHK「おはよう日本」で 2度放送（全国放送） 

 

効果と課題 

 

試行プロジェクト実施の目標とその効果 

 今回の試行プロジェクトを通して、2020 年オリパラ大会への関心を高め、その意義を伝え、機運を醸

成するために次のような目標にかかげ、事業を実施し、以下の効果を得た。 

 

［目標1］「平和の祭典」であることを伝え、国際的な相互理解や友好関係を増進させること。 

［目標2］有益な遺産（レガシー）を創出すること。 

［目標3］オールジャパンで日本の魅力を発信する日本全体の事業にすること。 

［目標4］日本文化の魅力を世界に向けて発信し、外国人旅行者の訪日促進をうながすこと。 

［目標5］地域ブランド力の向上、地域振興に貢献すること。 

［目標6］障害者の個性・才能をいかした芸術活動を推進すること。 

［目標7］文化芸術のバリアフリー化をすすめること（日本人と外国人の言葉のバリアの解消） 

［目標8］文化芸術のバリアフリー化をすすめること（健常者と障害者の障害のバリアの解消） 
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［目標1］「平和の祭典」であることを伝え、国際的な相互理解や友好関係を増進させること。 

［効果 1］・日本人と外国人の子どもたちが国籍や言語・文化の違いに関わらず、能の公演に出演すると

いう共通の目的に向かって結束し、努力し、やり遂げることができた。公演時の子どもたちの生き生きとし

た姿は、多くの観客の関心を引き出し、国際的な相互理解を深め、オリパラ大会が「平和の式典」であるこ

とを周知できた。日本の伝統芸能に外国人のこどもたちが出演することは、外国人の日本文化への理解

を促し、友好関係を増進させるために効果的であることが実証された。  

   

本事業では、日本を代表する伝統芸能である能楽のアイ狂言に、日本人と外国人の子供たちが一緒に

出演する「新しい能楽」を公演した。事前申込者（300名）のうち、約3割が外国人参加者であり、通常の能

楽の公演では数名程度の外国人の参加であることと比較すると、多くの外国人の鑑賞を促すことができ

た。アイ狂言の水鳥役として、日本人と 15 か国の外国人のこどもたちが一緒に出演し、日本を代表する

伝統芸能に参加する公演は、極めて先駆的な取り組みとして、メディア等で大きく取り上げられ、世界に

向けて配信された。公演の中では、子供たちが母国語でそれぞれの国の、「水環境」や「水にまつわる思

い出」を発表した。 

 

「オレゴンの海は風が冷たくて寒いけれどもとても美しいです。」「香港はまわりが海で囲まれています」 

「サウジアラビアから来ました。川はないけどレッドシービーチは有名です。」 

「イギリスでは大きな火事があるとテムズ川から水を汲んで消します。」 

「イスラエルにはあまり水がありません。」、「オーストラリアはグレートバリアリーフのサンゴ礁が美しいで

す」、「韓国では高速道路がまた川に戻りました。」 

 

それぞれのセリフは、子供たち自身の口から自然に発された、水にまつわる思い出であり、観客は、世

界の水環境を、身近な出来事として、体感し、共有することができた。この事例は、国際的な相互理解や

友好関係は、私たちひとりひとりが、心の通いあう、コミュニケーションをおこなうことによってのみ、生まれ

ることへの「気づき」を改めて教えてくれ、平和の祭典であるオリンピック・パラリンピック大会に向けた機

運を醸成した。 

国籍の異なる子供たちが、約 1 か月間の稽古を通じ、一つの目標に向かって切磋琢磨しながら突き進

み、その経験を共有することが、国際文化交流の原点であることが改めて確認された。能楽は、現代の日

本人にとっても「敷居が高く、難解である」と思われがちな芸能であるが、日本人と外国人の子どもたちが

一緒に、楽しく参加する公演によって、能楽の新たな可能性が世界に向けて開かれた。さらに、子供たち

の稽古の様子は、NHKワールドから密着取材を受け、特集番組として約 10 分間の特集番組となり、海外

に向けて配信された。世界 150 か国の人々に、「こどもたちと作る、新しい能楽の世界」を伝えられたこと

は、海外の人々の日本への関心を高め、訪日観光促進の観点からも有意義であり、効果的であった。 

 

［目標2］有益な遺産（レガシー）を創出すること。 

［効果2］「日本の美しい水」をレガシーとして掲げ、日本人・外国人のこどもたちと一緒に「水を大切にす

る気持ち」を世界に向けて発信することができた。 

日本は、古より美しい豊かな水によって育まれてきた。水は四季折々変化する美しい自然環境を生み

出し、そこから日本独自の文化が生み出されてきた。また水は人類にとって、世界共通の不可欠なもので

あり、水がなくては一日も生きていく事ができない。しかし、昨今、世界規模で水の汚染が進み、水の環

境を取り巻く環境は悪化し、世界の水環境の保全は喫急の課題となっている。 

本事業は、テレビ・新聞などのメディアでも多数取り上げられ、日本人・外国人のこどもたちと一緒に、世

界に向けて「水を大切にする気持ち」を広く周知し、水の環境保全の大切さを、水の都である大阪から、

能楽の力で世界に向けて訴え、その様子がメディアを通じて世界に向けて配信されたことは大きな意義
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があった。 

 

［目標3］オールジャパンで日本の魅力を発信する日本全体の事業にすること。 

［効果 3］全国のこどもたち約 2000 人が描いた松の葉による老松で、舞台美術を設え、地域間の連携を

築き、一地方都市の開催でありながら、日本全体の取り組みとすることができた。 

今回の事業では、全国の小学校・中学校・特別支援学校の約 2000 人の子供たちが描いた松の葉を使

用した 15 本の 5 色の老松を設置し、舞台美術として設えた。山形県から大阪府まで 12 校の子供たちが

参加してくれたが、遠方のため、当日の公演を見ることができない子供たちには、映像と画像でその様子

を伝え、当日の様子を共有した。全国から参加して、同時にオリンピックの機運の醸成を行い、その気持

ちを共有し、日本全体の祭典とすることができる仕組みを作り出すことができると実証された。 

 

［目標4］日本文化の魅力を世界に向けて発信すること。外国人旅行者の訪日促進をうながすこと。 

［効果４］日本の先端技術が海外に向けて発信される場所で、最先端技術や現代美術との融合による

「新しい芸術」としての能の公演を実施する事で、外国人の方が、これまで見たことのない美の世界を創

出し、日本への「憧れ」を醸成し、外国人旅行者の訪日促進を促すことができた。 

今回の公演の会場となったナレッジプラザは、大阪の新しい玄関口として開発されたグランフロント大

阪の中に位置し、知的創造拠点として整備された「ナレッジキャピタル 」の一部である。そこでは、海外も

含め、ナレッジイノベーションを生み出す交流が行われ、日本のさまざまな先端技術が紹介・展示されて

いる。今回の事業を、能楽堂や通常の劇場・ホールで実施するのではなく、日本の最先端の技術が集ま

る「知の集積場所」であるナレッジキャピタルで実施したことは大きな意義があった。 

日本は世界の最先端の技術を持つ国である。今回の公演では、日本を代表する伝統芸能である能楽

を、日本が生んだ世界最先端の技術であるコンピューター制御によるLED照明演出を加え、現代美術に

よる舞台設営の中で上演した。伝統文化、現代美術、先端技術が融合する公演を実施し、これまでに見

る事のできなかった「新しい能の美の世界」を創出することができた。また、こどもたちが描いた舞台美術

を会場に 2 日間展示したが、ナレッジキャピタルに集まる、海外からの企業人、研究者、クリエイター、そ

して一般の人々などが、会場を訪れ、立ち止まり、記念写真を撮影する姿が多くみられた。今回の公演の

様子は、さまざまなメディアを通して、国内外に紹介されたが、伝統と先端技術が融合した日本発の「新し

い能の美の世界」は、日本への「憧れ」を醸成し、訪日観光促進へとつなげることができた。 

 

［目標5］地域ブランド力の向上、地域振興に貢献すること。 

［効果 5］「水の都・大阪」のブランド力の向上をおこない、「水都大阪」の再生を周知し、大阪人の誇りを

構築し、地域振興に貢献することができた。 

今回の公演では、大阪の魅力を、太閤秀吉が愛した能楽の力で周知し、「美しい水の都・大阪」のイメー

ジを発信し、大阪の観光集客へとつなげ、地域振興に貢献することも大きな目的であった。 

大阪は「文化度の低いまち」「危険で訪れたくないまち」といったステレオタイプ化されたマイナスイメー

ジが定着しているが、本来の大阪は、難波津の時代より古都・大阪として栄えてきた文化集積都市である。

さらに、大阪の水環境は格段に美しく甦り、親水性の高い空間が大都会の中に生まれている。しかしなが

ら、その事実は、内外に、あまり知られていない。今回の公演によって、来場者はもちろん、さまざまなメ

ディアを通し、「美しい水の都・大阪」のイメージを広く周知し、外国人旅行者の大阪への誘客拡大につな

げ、大阪の観光振興に貢献することができた。 

  

［目標6］障害者の個性・才能をいかした芸術活動を推進すること。 

［効果 6］健常者のこどもたち、障害をもったこどもたちにより制作された松の葉を使用した舞台美術によ

る能の公演を実施し、多くの人々に鑑賞していただくことで、障害者の個性・才能をいかした芸術活動が

推進できた。 
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 今回の公演の舞台美術の 15本の老松は、全国の約2000人の健常者の子供たち、障害をもった子供

たちによって描かれた松の葉をもとに制作した。全国12校の小学校、中学校、特別支援学校の子供たち

の松の葉は、15 本の老松に組み立てる時に、あえて、すべての松の葉をすべて一緒に、混ぜ合わせて

設営を行ったが、どれも生き生きとした生命の力に溢れており、障害のある・なしで、区別をすることは全

くできなかった。2日間の展示で、グランフロント大阪を訪れた約1万人の人々が鑑賞し、SNSなどで写真

等を発信した。 

 

［目標7］文化芸術によるバリアフリー化をすすめること（外国人と日本人の言語のバリアの解消） 

［効果7］最新のテクノロジーを活用し、日本文化の魅力を世界に発信し、外国人も気軽に日本文化に触

れ、 

日本人と同じように伝統芸能を楽しめる環境作りに取り組み、効果をあげることができた。 

今回の事業では、日本人も外国人も同じように、ユネスコ世界無形文化遺産の能楽を楽しむことができ

る環境づくりに取り組んだ。そのため、具体的には以下の事業を実施した。 

① スマートフォンを活用した「字幕」アプリの配信（日本語ならびに英語対応） 

② アプリによる公演内容の解説（日本語ならびに英語対応） 

③ 日本語と英語による司会進行  

④ 日本語、英語による資料を配布 

伝統芸能の世界では、これまでに外国人を対象としたバリアフリー化があまり行われておらず、せいぜ

い英語による資料を配布する程度であった。今回の事業では、外国人が日本人と同じように能の公演を

楽しむことができるように、英語による司会を取り入れるなど、多面的に取り組んだ。外国人のアンケート

回答者（28 名）の 100％が今回の公演に対し、「日本の伝統芸能である能を楽しむことができた」、「『字幕』

アプリは能の鑑賞に役立つ」と回答した。特に、英語による「字幕」アプリ、能の解説のアプリの２種類のア

プリは好評であり、有効であることがわかったが、それは以下のような理由によるものであった。（アン

ケート回答より） 

① 日本語がわからないので、出演者が何を言っているかわからないが、「字幕」アプリでよく理解が

できた。 

② 自分の手元にあるスマートフォンに「字幕」が自動的に配信されてくるので、煩わしさがなく、楽し

めた。 

③ あらすじをアニメーションで先に見ることができたので、公演の内容がよくわかった。帰り道にもう

一度みて、内容を確認したいと思う。 

④ アプリの中のカードに描かれた、能装束や小道具の説明が楽しかった。 

⑤ これまで能を見てもよくわからないことが多かったが、今回の公演ではアプリでよく理解でき、楽し

めた。 

 

（紙による資料配布とアプリによる「字幕」配信の違い） 

外国人に向けた多言語対応は、紙に印刷した資料配布の場合、上演している演目の場面を探す煩わし

さ、あるいはその箇所がわからない等の問題があるが、各個人が所有するスマートフォンに向けての「字

幕」配信であれば、オンタイムで自動的に「字幕」が送信され、資料配布の場合に比べ、公演の鑑賞が妨

げられることがない。 

（イヤホンガイドとアプリによる「字幕」配信の違い） 

「イヤホンガイド」による多言語対応も、公演内容がわかるという評価がある反面、イヤホンから一方的に

流れてくるアナウンスが耳障りであり、公演そのものの音楽やセリフに集中できないという意見が多く聞か

れる。アプリによる「字幕」配信であれば、雑音に煩わされることなく、各人のペースで、自由に公演を楽

しむことができる。公演をそのままの「生の音」で楽しみたいという場合、アプリによる「字幕」配信が有効

である。 
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（「字幕」の掲示とアプリによる「字幕」配信の違い） 

 通常、「字幕」を掲示する時には、「字幕」を見ながら公演を鑑賞できるよう、舞台の上部、あるいは左

右に「字幕」が掲示されることが多い。しかしながら、特に能の公演では、演者が舞台上の同じ位置でセリ

フを言う場面が多いため、演者が静止している上部、あるいは横で、「字幕」の文字が動くことは、極めて

目障りであり、舞台の鑑賞を妨げるとの声を多く聞く。アプリによる「字幕」配信であれば、「字幕」を必要な

人だけが手元の小さな画面で「字幕」を見ることができ、他の人の鑑賞の妨げにならない。 

 

能楽をはじめとする日本の伝統芸能は、欧米の人々にとっては日本を象徴する「憧れの芸能」であり、

アジアの国々の人々には、これから理解が深まるであろう領域である。しかしながら、日本古来の言語で

上演される伝統芸能は、現代の日本人にとっても、「素晴らしい芸能である」という認識がある反面、「難解

であり」「訳が分からない」芸能という印象を持たれることが多い。今回、アプリを導入したことで、その大き

な「壁」を取り除き、国籍や言語が異なっても、日本文化の魅力に触れることができる新たな方法が開拓

できた。またこのアプリは、外国人だけでなく、伝統芸能に馴染みのない若い世代を中心とした日本人に

も有効であることがわかった。今回は能の公演でアプリによる「字幕」配信をおこなったが、歌舞伎や文楽

などの他の伝統芸能の公演においても、このアプリは作成することができ、有効活用が可能である。 

 

［目標8］文化芸術によるバリアフリー化をすすめること（健常者と障害者の障害のバリアの解消） 

［効果 8］能の公演の中で、障害者芸術が同時上演されることは、おそらく初めての取り組みであった。

日本の伝統芸能である能と、障害者のパフォーミングアーツを同じ舞台で鑑賞してもらうことで、障害者に

よるパフォーミングアーツがハイレベルな芸術性を有することの理解・共感を促進した。 

能は日本の高尚（ハイカルチュラル）な伝統芸能であるが、障害者のパフォーミングアーツを同じ舞台

で比較して見てもらうことで、障害者によるパフォーミングアーツも芸術としてハイレベルであることを理

解・共感してもらうことを目的に以下の２つの事業を実施した。 

① 日本における障害者芸術の第一人者であるSLOW LABEL ディレクター栗栖良依氏を迎え、山本

能楽堂事務局長の山本佳誌枝との「障害者芸術のこれから」についてのクロストーク。 

② 義足のダンサー・森田かずよ氏による車いすによるショートパフォーマンスの実演 

SLOW LABEL栗栖氏を迎えたクロストークでは、「障害者芸術のこれから」をテーマに、障害のある人と

アーティスト、社会がつながることで生まれる可能性について等、その最前線の事例を紹介し、観客に向

かって障害者芸術への理解・共感を促した。さらに、SLOW MOVEMENTのショートパフォーマンスとして、

義足のダンサー・森田かずよ氏による車いすダンスの実演を行い、日本を代表する伝統芸能である能と

一緒に公演することで、障害者芸術もハイレベルな舞台芸術であることを広く周知した。2020 年に向け、

関西でも障害者芸術が盛んになっていくことが期待されるが、アンケートでも、95％の方が、「よかった」、

「障害者芸術に興味を持つことができた」と回答したように、本事業によって障害者芸術の可能性を切り拓

くことができた。 

 

課題とそれらをクリアするための対策と提案 

［課題１］伝統芸能を活用し、継続して機運を醸成し、2020年のオリパラ大会を盛り上げていくことの課題 

本試行プロジェクトでの公演は 1 回のみであったが、2020 年のオリンピック競技大会、パラリンピック競

技大会の機運醸成のためには、継続的かつ全国的に事業を行っていく事が何より大切であり、また大き

な課題であると考える。2020年に急に多言語対応をとり入れた能の公演を実施しても、多くの外国人の心

をつかむことは難しい。2020 年までに試行的に何度も事業を実施し、その効果を検証し、そのノウハウを

全国の能楽関係者に周知し、指針をつくることが大切である。これは、能に限らず、歌舞伎、文楽をはじ

めとするあらゆる伝統芸能の世界でも共通することである。また、積極的に海外公演を実施し、能をはじ

めとする伝統芸能の魅力を世界に周知し、日本の伝統芸能に対する関心を高めることも大切である。 

 

－56－



 

［課題2］文化芸術のバリアフリー化の推進（日本人と外国人の言葉のバリアの解消） 

外国人も日本人も一緒に日本の伝統芸能を楽しむことができる環境づくりを推進するための課題 

今回の事業は、日本語と英語のみの言語に対応する公演として実施したが、外国人も日本人も同時に

日本の伝統芸能を楽しむことができる環境づくりを推進するためには、さらなる多言語化を実現すること

が大きな課題である。今回活用した「字幕」アプリは、比較的容易な作業で多言語化をおこなうことができ

るので、今後、同様の公演を実施する時には、英語以外の複数の多言語化による公演の実施が可能で

ある。同様に、能について学べるアプリ「We Noh」も多言語化が課題であるが、技術的には実現可能で

あり、機会があれば推し進めていきたい。 

 

［課題3］今回の事業を、全国的な事業として展開し、発展させ、継続していくための課題 

本事業の演目である新作能「水の輪」の公演を全国的な事業として発展させ、継続していくためには、

日本各地・世界各国で巡回公演を行い、その土地の歴史、産業、伝統や文化などを、「交流」によって取

り入れ、融合させ、その中に、盛り込んでいくことが大きな課題となる。例えば、近江八幡の公演では、こ

どもたちのアイ狂言のセリフには「八幡ことば」を取り入れ、舞台美術や舞台の小道具に、伝統産業である

「八幡かわら」を取り入れた。屋久島の公演では、舞台美術の中に、屋久島にしか生息しない動・植物を

こどもたちと一緒に描き出した。 

「水の輪」の活動を、全国展開することで、日本の伝統芸能である能楽をベースにし、各地の歴史や文

化を盛り込んだ、新しい全国的、世界的な広がりを持つ舞台芸術の創出につながると確信している。 

また、全国的、世界的に展開していくためには、プロジェクトのパッケージ化が大きな課題となる。「水の

輪」ではこどもたちが多数出演するが、こどもたちにワークショップを実施するための人材の開拓・育成が

大きな課題となる。その解決に向け、現在、複数の芸術系大学との連携を模索している。 

  

［課題４］文化芸術のバリアフリーの推進のための課題（障害のバリアの解消） 

本事業では、能といった日本の伝統芸能と、障害者のパフォーミングアーツを比較して鑑賞できるよう

にすることで、障害者によるパフォーミングアーツがハイレベルな芸術であることの理解・共感を促進し

た。 

 2020 年に向けて、本事業で試行した日本を代表する伝統芸能である能と障害者によるパフォーミング

アーツの同時公演のように、連携・融合を目指すことで、障害のバリアが解消される社会の実現につなげ

ていきたい。今回の公演では、車いすダンスを能の上演の前に披露したが、2020 年に向けて、能の公演

の中に、車いすダンスなどの障害者芸術を巧みに取り入れたものなど、障害者が出演する初めての能楽

の実現に取り組んでいきたい。 

また、これまでに、全国の特別支援学校で、能の公演やワークショップを実施してきたが、今後も活動を

続け、アーティストとして活動している障害者による障害者芸術だけでなく、一般の障害者によって作り出

される作品も発表できる機会を創出し、理解を深めるよう社会に向けて働きかけていきたい。 

 

［課題5］より多くの多彩な日本文化を取り入れ、さらに強く日本の文化力を発信するための課題 

本事業では能の公演のみであったが、「水の輪」には、文楽や日本舞踊等の伝統芸能やオーケストラ、

コンテンポラリーダンス、サーカス、マジックなどの西洋の舞台芸術等、海外のさまざまな文化や芸術もそ

の内容に取り込むことが可能である。多彩な芸術や文化を融合させることで、日本を代表する伝統芸能を

ベースにしながらも「現代に生きる魅力的な芸能」としての、日本ならではの新しい文化を作り上げること

が可能である。 

 

将来計画 

今後の新作能「水の輪」の公演計画 

 新作能「水の輪」の公演を、以下の通り計画している。 
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・2017年度 ①大阪・大川の川沿い②大阪城西の丸庭園③壱岐④宮古島⑤種子島⑥ルーマニア・シビ 

ウ⑦フィンランド・ヘルシンキ⑧フランス・ナント 

・2018年度 ①大阪②日本の離島③フランス国内各地④フィンランド・ヘルシンキ/クオピオ 

・2019年度 ①大阪 ②ブルガリア・プロブディフ / ルセ、スロバキア共和国、ルーマニア、ハンガリ 

ー、オーストリア（ドナウ川流域の都市での巡回公演）③日本の離島  

 

2020年に向けて 

①2020 年に向けて、これまでに各地で実施してきた新作能「水の輪」による地域間交流を連結させ、各

国での国際文化交流による活動を一つに束ね、日本各地、世界各国の固有の歴史や文化、風土をとり入

れた作品へと発展させ、日本各地の政令都市を巡回し、公演を重ね、「水を大切にする気持ち」で世界を

結んでいきたい。 

国内で 2020 年に向けての機運を醸成するだけでなく、海外公演による現地での日本文化の発信を計

画している。2019 年は日本とドナウの交流年であり、ドナウ川流域のヨーロッパ各地で「水の輪」を上演し、

「日本の美しい水環境の保全」を世界の人々に伝え、日本への関心を促し、2020 年に向けた海外からの

訪日観光促進へとつなげていきたい。 

②本事業では、外国人も日本人も同じように伝統芸能を楽しむことができる環境作りにアプリの活用が

非常に有益であるとわかったため、今後、アプリの「字幕」のさらなる多言語化や公共空間および劇場内

での利用拡大につとめていきたい。また、アプリ内に「字幕」だけではなく、当日の公演の詳細な内容や

プログラム、さらにアンケートなども盛り込み、外国人も、スマートフォンを利用して、伝統芸能を日本人と

同じように楽しめる環境整備をすすめていきたい。アプリであれば、より多くの言語の対応が可能であり、

操作も簡易で、海外からの来場者にホスピタリティを感じてもらうことが可能である。 

③本事業では、当初の目的である「日本の美しい水」の発信に加えて、あらゆる「壁（バリア）」を取り除く、

「社会のバリアフリー化」が有益なレガシーであると実感した。今後の活動を通じて、「日本の美しい水」を

はじめとする日本の豊かな自然の保全と活用を発信しながら、日本の社会の中のあらゆる面での「バリア

フリー化」にも取り組んでいきたい。 

④本事業を機に、特定非営利法人SLOW LABELとの連携を深め、2020年に向けて障害者芸術と日本

の伝統芸能である能楽の融合により生まれる新たな舞台芸術の創出に挑戦していきたい。障害者の個性

や才能をいかし、日本のハイカルチュラルな伝統芸能と、障害者のパフォーミングアーツを融合させる舞

台芸術の実現に向けて、新たに取り組むことで、健常者も障害者もあらゆる文化芸術に一緒に参加し、一

緒に楽しめる共生社会の実現を目指していきたい。 

⑤2020 年に、東京・大阪をはじめ日本各地で、それまでに培った日本全国、世界各地との連携により、

日本のすべての都道府県ならびに世界中の子供たちが参加する公演を実施し、日本を代表する伝統芸

能である能楽の力をベースにして、世界最大の「平和の祭典」であるオリンピック・パラリンピック競技大会

において、国際的な相互理解や友好関係を増進させ、世界平和へと文化の力で貢献していきたいと切

望している。 

 

以上 
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「“にぎわい”ルーツ・ジャパン」プロジェクト 

～芸による町興しと情報発信を目指して～ 

公益社団法人落語芸術協会 

 

実施団体 公益社団法人落語芸術協会 

実施時期 2016年 10月～11月 

場 所 岩手県、福島県、宮城県 

概 要 岩手・福島・宮城で、オペラを声楽と語りで凝縮したオリジナル作品の実演

等を通じた町興しと情報発信及びインバウンドの拡大を目指す事業。 

効果検証方法 ・観光・インバウンドの拡充を目指し、同時に被災 3県では復興をアピールする効果 

・日本語・英語でアンケートを実施し、2020 年オリンピック・パラリンピックへの日本文

化力への期待等を検証 

 

試行プロジェクトの概要 

実施目的 

落語芸術協会に寄せられる「東京オリンピック/パラリンピックを契機に更なる地方の活性化と機運醸成に向

けた取組みを実施してほしい」との声に応えるべく、神社仏閣や庭園をコンサートライティングで演出した舞台

と、「When East meets West」をテーマにインバウンドを念頭に置いた海外および国内からの観光客以外にも、

地元住民を対象とした文化エンターテインメントイベントを開催する。 

コンサートライティングで演出された会場での雅楽ライブという「落語」とは一見関係ない催しだが、落語に

おける「寄席」の語源が、神社仏閣で人を集める催しそのものを「寄席」と称するため、広く解釈し実験的に開

催し、好評価を得た。本取組みを通じて、芸による町興しと情報発信およびインバウンドの拡大を目指す。 

 

取組み内容 

『時空間絵巻』は開催各地の地名を掲げているとおり、各地の意図を反映した地域性豊かなイベント事業として、

自主性および参加性を求めて実施した。各取組みの特色を以下に挙げる。 

 

 ○郡山時空間絵巻 

  →福島原発以降、外国人観光客がいまだ戻らない現状から、共催に郡山市国際政策課が参画する事業とし

て取り組まれた。 

 ○つなぎ時空間絵巻 

  →岩手国体と開催時期が重なる中、前岩手県観光協会理事長が岩手県知事、盛岡市長等と話し合いの上

で開催に至った。 

 ○松島瑞巌寺時空間絵巻 

  →松島観光でのキーパーソンである瑞巌寺および松島町、松島町教育委員会と、自治体全体をあげて取り組

んだ。 

 

このように、各自治体で事業規模の差はあれども企画趣旨を理解していただき、地元との協力体制の下で開催
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出来たことは特筆されるべき事項と思われる。また、今回の「試行プロジェクト」のテーマでもあった「将来へのレガ

シー」という面においても、現在各自治体ではこの事業を如何に継続していくかが話し合われている。特に「地域

活性」や「インバウンドの拡大」に向けた取り組みには「情報発信の継続性」 が必要だとの考えの基、当会は実演

家団体として『発信たるに値する質の“芸” による企画』によりその施策に応えてきたが、今回はそれに加え 

 ○地元伝統芸能との共演による実演披露の機会増に貢献 

 ○写真撮影・録音・録画を許可することで拡散機会増に貢献 

 

といったことも併せて実施した。その効果の具体的な数値化はなされていないが、Web 上において来場者が

アップロードした動画や画像も見受けられることから、次年度での事業継続如何によっては更なる相乗効果も期

待できると推測される。 
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タ
イ
ト
ル 

「にぎわいルーツ・ジャパン」プロジェクト 

郡山時空間絵巻 

 

 

 

 

 

実
施
日
時 

平成28年10月14日（金） 

17:30開場 18:00開演 

入場無料  

会
場 

郡山開成山大神宮 

福島県郡山市開成3-1-38 

観客数：350  

アンケート回収数：169（回答率：48％） 

実
施
内
容 

司会：桂歌若（落語家） 

第一部 ＜演芸＞ 

太神楽曲芸：鏡味正二郎 

和   妻：ＫＹＯＫＯ＆ドルフィン 

第二部 ＜合唱＞ 

    郡山市開成小学校合唱部30名 

    郡山市マスコットキャラクター：がくとくん 

    「ふるさと」他5曲 

第三部 ＜野外オペラエンターテインメント＞ 

    「トゥーランドット」 

    トゥーランドット：谷原めぐみ 

    カラフ：奥村浩樹 

    リュー：上田純子 

    ティムール：龍進一郎 

実
施
団
体 

主催：公益社団法人落語芸術協会 

共催：郡山市 

   公益財団法人福島県観光物産交流協会 

後援：開成山大神宮 秋蛍実行委員会 郡山市観光協  

   会 郡山市国際交流協会 郡山市社会福祉協 

議会 福島民友新聞社 福島民報社 ＮＨＫ 

福島放送局 福島テレビ 福島中央テレビ  

福島放送 テレビユー福島（順不同） 
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担
当
者
所
感 

【 総評 】 

全体所感にも記したように、福島原発事故以降、観光客とりわけ外国人観光客が

全国平均と比べて伸び悩む福島県は風評被害を避けるためにも情報発信は重要

な施策であった。そこで郡山市は 

○以前より合唱が盛んな地域性もあり、キャラクター「がくとくん」テーマ曲「羽ばた

け、がくとくん」などによるイメージアップ施策を図った。 

○「 安積疎水」関連事業の日本遺産登録をはじめとした観光誘致へ繋がる情報

発信に力を入れていたこともあり、それらに際して中心的な機能を務めている郡

山市国際政策課と共に準備を進めた。 

【 評価ポイント 】 

・各種施策を実施してきたセクションが担当したことで「外国人スタッフが誘導案内を

専任で担当」「バリアフリー対応として事前に不十分と予測出来た境内の客席部

に車椅子等を運ぶための専任スタッフを配備」等々、運命面でのフォロー体制が

充実していた。 

・準備期間が少ない中、「郡山市民の心のよりどころである開成山大神宮での開催」

「楽都郡山を印象付ける郡山市立開成小学校合唱部の出演」「地元伝統工芸

品である海老根伝統手漉和紙“ 秋蛍” によるライトアップ」と郡山市総手の催

しとなった。 

・継続開催に向けて本番前日「関係者による郡山市長への表敬訪問」の機会も設

置された（※当日も参加予定だったが、親族葬儀のため欠席。代わりに副市長が参

加）。 

【反省ポイント】 

・準備時間、予算配分等の問題により事前告知が不足。 

→次年度以降を見据えて事後報道に注力した。 

・福島県の実情として外国人参加者の少なさは予測されていたが、より多くの来場

を望みたかった。 

 →映像記録化の相互協力により次年度以降へ活かせるPR宣材は確保した。 

・障害者の参加をより充実させたかった。 

 →郡山市主導で調整機関の確認までは可能だったが、今後は開催場所や時 

期（※障害者には寒すぎたため）を検討することで、より多くの参加が 

見込める。 

・参加小学校のスケジュール調整が困難だったことによる開場および開演時間等の

不都合。 

 →参加、協力の想いは強いため、準備期間を確保すれば解決できる見通し。 

【まとめ】 

本「試行プロジェクト」を活かす体制は出来ていることから、準備期間と開催時期を

考慮すれば、より充実した事業へと発展する可能性が見込める。 
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タ
イ
ト
ル 

「にぎわいルーツ・ジャパン」プロジェクト 

盛岡つなぎ時空間絵巻 

 

 

 

 

 

 

実
施
日
時 

平成 28 年 10 月 16 日（日） 

17:00 開場 17:30 開演 

入場無料 

会
場 

盛岡市立繋小学校体育館 

岩手県盛岡市繋字舘市 114-1 

観客数：300 

アンケート回収数：110（回答率：37％） 

実
施
内
容 

司会：桂歌若（落語家） 

第一部 ＜演芸＞ 

太神楽曲芸：鏡味正二郎 

和   妻：KYOKO＆ドルフィン 

第二部 ＜地元伝統芸能＞ 

    つなぎ温泉さんさの会 

    つなぎ温泉さんさ踊り 5 曲 

第三部 ＜野外オペラエンターテインメント＞ 

    「トゥーランドット」 

    トゥーランドット：谷原めぐみ 

    カラフ：奥村浩樹 

    リュー：中江早希 

    ティムール：龍進一郎 

実
施
団
体 

主催：公益社団法人落語芸術協会 

協力：公益財団法人盛岡観光コンベンション協会 

   つなぎ温泉観光協会 

   岩手県観光誘致協議会 

   つなぎ町内会（順不同） 
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担
当
者
所
感 

【 総評 】 

9～10月の台風上陸による水害と岩手国体開催に伴う人員不足のため、協力体

制が整わないまま行われた「つなぎ時空間絵巻」。開催場所も当初予定されてい

た「御所湖湖畔・石舞台」の水位が下がりきらなかったため、雨天時会場用の「繋

小学校体育館」で開催されたが、これらの調整に当たった地元の熱意に謝意を表

する。また、元々「つなぎ温泉」という観光地であるため結果的に外国人来場者が

一番多かったことが特筆すべき点である。 

【 評価ポイント 】 

・前岩手県観光協会理事長で、現在も観光面で行政機関に繋がりがある佐藤義

正氏の全面協力が得られたことで、今後この地域で開催する場合に調整の目

処がついた。 

・郡山同様、準備期間が短かったことで広報活動が十分には出来なかったが、今

回の開催地域で唯一地元テレビ局が映像による報道を行ったほど、地域とメ

ディアの協力関係が存在した。 

・外国人観光客の来場情報が事前に入ったことで、当初はお宿での食事時間の

スケジュールの都合でイベントへの参加が難しかったにもかかわらず、お宿が

料理時間を変更するなどの対応をしたため参加が可能になった。 

このことは今後国内外を問わず観光客の誘客手段として有効であった。 

【反省ポイント】 

・準備時間、予算配分等問題により事前告知が不足 

 →ただし、唯一この地域のみ「テレビ岩手」の情報番組で事前告知、「IBC岩手

放送」「めんこいテレビ」でのニュース番組でのテレビでの映像報道があった

ことから地元でのPR意識は高いので改善は見込まれる 

・天候等の影響により、開催場所決定が遅れたこともあり障害者への誘客が薄く

参加は無かった 

 →開催場所が「つなぎ温泉」という盛岡市内から離れている場所と言うこともあり、

障害者の参加には難しかったとも考えられる 

・地元のニーズにより即した開催時期で計画すべきであった     

→今年の台風直撃は別として、現実問題として岩手県内での10月開催には無

理があると言うことが分かった。地元の方も出来ることなら７～9月頃が最善と

考えているようなので、今後の参考としたい 

【まとめ】 

今回の「試行プロジェクト」の実施地域の中では天気等で一番不運だったと言え

るのが「つなぎ時空間絵巻」だった。ただそう言った状況の中でも地元の有力者か

らの協力が得られたことでテレビ等の地元メディアの報道や、岩手県知事からの祝

電、盛岡市議会議長の参列等、今後に繋がる取り組みとなった。ただ、開催時

期、開催場所に関して仙台以北となる地域は特に注意する必要も再認識するに

至った。 
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タ
イ
ト
ル 

「にぎわいルーツ・ジャパン」プロジェクト 

松島瑞巌寺時空間絵巻 

 

 

 

 

 

 

 

実
施
日
時 

平成 28 年 11 月 5 日（土） 

17:10 開場 

17:30 開演 

入場無料 

会
場 

国宝 瑞巌寺 

宮城県宮城郡松島町松島字町内 91 

観客数：700 

アンケート回収数：172（回答率：25％） 

実
施
内
容 

司会：桂歌若（落語家） 

第一部 ＜地元伝統芸能＞ 

    松島第一小学校五大堂太鼓 

    松島第一小学校五年生一同 

    大漁唄い込み 他 

第二部 ＜演芸＞ 

太神楽曲芸：丸一小助・小時 

和   妻：KYOKO＆ドルフィン 

第三部 ＜野外オペラエンターテインメント＞ 

    「トゥーランドット」 

    トゥーランドット：谷原めぐみ 

    カラフ：秋谷直之 

    リュー：黒澤明子 

    ティムール：龍進一郎 

実
施
団
体 

主催：公益社団法人落語芸術協会 

共催：瑞巌寺 

   瑞巌寺青龍山円福禅寺慶賛会 

   松島町教育委員会 

後援：松島町 

   一般社団法人松島観光協会 
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担
当
者
所
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【 総評 】 

準備時間が若干あった「松島瑞巌寺時空間絵巻」。ただ結果的に

やはり時間が足りなかったと言わざるを得ない状況になったのは国宝

である“ 瑞巌寺” を舞台にすることでの各監督機関への調整であっ

た。また、それに加え、 

 ○現在、改修工事中である瑞巌寺境内での設置の困難さ 

 ○改修中と言えど環境客が途絶えない中での準備の困難さ 

 ○上記に伴う運営体制構築の困難さ 

があったが、無事開催できたのは観光/ 教育/ 行政の各機関の熱

意に他ならない。ここでの開催は今後他地域での開催にあたり困難

な調整事項をクリアしていく目標となると思われる。 

【 評価ポイント 】 

・建物自体が国宝である“ 瑞巌寺” で、他地域同様に本殿を舞台に

してイベントを実施できたこと（瑞巌寺自体初の取組み） 

・ただ一度きりの開催ではなく、今後も検討できるという評価を得た事

業となったこと 

・瑞巌寺での開催調整に時間がかかり事前告知は皆無に近い状況

での開催にもかかわらず、観光地として潜在的集客ポテンシャル

の高さで極めて多くの来場客数を得られた 

【反省ポイント】 

・準備時間、予算配分等問題により事前告知が不足 

 →これ以上の来場者数を計画した場合、実施形態等を根本的に再

プランニングする必要がある。その意味では客席数を減らして立

見スペースを確保した試みは有益だったと言える 

・外国人観光客、障害者の参加が少なかった 

 →これも “ 瑞巌寺” での開催調整に時間がかかったことによる告

知不足に起因すると思われる。しかし観光地として、また東北の

方々の精神的支柱として影響力が強い“ 瑞巌寺” であるため、

ＰＲを計画的に実施すれば解決すると思われる 

・機材セッティング、リハーサル等調整時間確保の困難さ 

→照明・音響とも技術的には未調整のまま本番に臨むこととなっ

た。ただ今回は国宝を舞台にして実施する関係上、まずは信頼

関係構築に重きを置いたためであり、現在評価を頂いているこ

とから、今後改善の目処は出来たと思われる 

【まとめ】 

当会に於ける本企画は“神社仏閣および庭園”という日本文化や日

本人の美意識を象徴する場所を効果的に使ってのイベント開催とい

うことから、国宝を舞台にしたという実績を作れたことが今後の展開に

も極めて重要であったと言えよう。 
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効果と課題 

効果  

アンケート結果より 

今回のような日本の魅力を発信する文化イベント

を、大多数が「効果的」であると回答している（右図

「2020 年オリパラに向けて日本の魅力発信のため

にこうした文化イベント事業は効果的だと思います

か」という設問への回答、n=488）。 

同時に、国内外への地元情報発信に神社仏閣

での文化イベント継続が「必要」であると、こちらも

多くの賛同を得た。イベント公演中も、これがどう

いった趣旨で行われているのかを問う来場者がお

り、試行プロジェクトの旨を説明すると、興味を示

す場面も多々見受けられた。しかし、2020 年まで

約3年半。オリパラへ向けた意識を持続させるには

1 度のみのイベント開催では不足であることが明ら

かであり、今後も継続したプロジェクト実施の必要性が明確となった。 

 

メディアへの露出 

本事業は各地のメディアに取り上げられ、事業の発信及び機運醸成につながった。 

郡山：新聞 3 件、WEB3 件（全て福島民報） 

つなぎ：TV2 件（IBC 岩手放送、岩手めんこいテレビ）、新聞 2 件（岩手日報、盛岡タイムス） 

松島：新聞 1 件、WEB1 件（共に河北新報）、広報誌（広報まつしま） 

上記以外に各イベントは個人のサイトや SNS での投稿が確認された。 

 

課題 

インバウンド 

 今回の開催箇所は東北被災地復興も兼ねているが、そもそも福島をはじめ東北への外国人観光客は全国平

均に比べ伸び悩んでいる。「イベントをすれば人が集まる、インバウンド対策になる」という考えで容易に集客がで

きれば苦労はない。地域に根ざしたイベントゆえに「もっと見てもらいたい」「外国人にこの地域を知ってもらいた

い」という、「そこに住む人」が発信するものこそ、継続的に観光客が呼び込める真のインバウンド対策と言えるの

ではないか。インバウンドすなわち外国からの観光客を東北に向けさせるためには内側からも底上げする必要が

あると思われる。 

 

障害者対応 

 来場いただいた障害者の方の対応には不慣れな点が目立ち、屋外開催のイベントでそれが特に顕著であっ

た。神社仏閣の敷地内は玉砂利であることが多く、車椅子での移動はしづらかったようである。対策としてはフラッ

トなシートを敷く、人員を増やして会場まで運ぶなど、今回得た教訓で今後はかなり詰めた事前打合せをしていく

ことが可能と考えられる。同時に、車椅子以外の障害者(視覚・聴覚等)についてだが、曲芸・和妻は視覚で楽しめ、
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オペラは聴覚のみであっても理解できる点では、当協会ならではのジャンルの多面性を打ち出したが、実際にす

べての方に満足がいくものではなかった。障害者対応を網羅するには、むしろそこに特化した内容も考慮せねば

ならないと思われる。 

 

アンケートより 

 どの会場でも多く聞かれたのは「もっと早く情報を知りたかった」「宣伝、広報をたくさんするべき」という声であ

る。イベント成功に向けて尽力したが、プロジェクト採択から実施までの期間が短いこと、契約書を交わすまで経

費として認められない(契約締結後もさかのぼっての契約日設定ができない)等、詳細を詰める日程が切迫し広報

活動が後手となったことも事実である。 

 

将来計画 

機運醸成維持のため、また地域に根ざしたイベントとして地域主体で運営していくためにも、今後いかに継続

実施していくかを主眼に置く。 

 

○2020 年までの事業計画目標 

「全国 9 カ所での継続実施により、全国的なオリパラ大会への機運醸成に繋げる」 

・2016 年度：芸協主導によるプログラム構成（※開催目標＝3 自治体） 

・2017 年度：前年度参加の自治体では地元伝統芸能団体の参加および定着化。 

また新たな参加自治体も募集（※開催目標＝6 自治体） 

・2018 年度：前年度参加の自治体では地元伝統芸能団体の参加および定着化。 

また新たな参加自治体も募集（※開催目標＝9 自治体） 

・2019 年～2020 年度：オリパラ大会の機運醸成に向けた全国イベントとして確立実施 

 

○事業初年度より開催地をネットワークさせた PR 

※東京文化会館をはじめとした関係団体によるリーフレット配布および、参加自治体での 

共同 Web 告知を展開 

 

○2020 年以降の事業計画 

もとよりこの企画は芸協による「文化振興≒観光振興」の延長線上にあるため、オリパラ大会を契機に、地元

伝統芸能団体のレガシー（遺産）継承に対する有効策として 2020 年以降も継続実施を意図している。 

 

 

以上
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あたらしい工芸 －KOGEI Future Forward－ 

株式会社三越伊勢丹ホールディングス 

 

実施団体 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 

実施時期 2017年 2月 

場 所 東京都 

概 要 日本文化を代表する美術工芸の中でも、注目を集める現代アート系工

芸を内外に紹介することで、その芸術性の高さと確かな技術力を象徴

的に発信し「工芸」が、世界語「kogei」として認識されることを目

指す。展示会や、子供・障害者が作る楽しみを実感する、アーティス

トによるワークショップも実施。 

効果検証方法 ・工芸はファインアートであるという理解を促進する効果 

・若手作家の認知度拡大効果 

・展示期間内の来場客数やメディア掲載数によって関心度の高さを測定 

・来場者アンケートを定量化し、イベントの動員力・顧客の関心度、理解度

を測定 

・定性アンケートによる顧客の心境の変化や工芸＝ファインアートとい 

う理解度を把握 

 

試行プロジェクトの概要 

企画の目的 

本来、「工芸」は、明治黎明期、CRAFT という言葉に対応するために作られた言葉である。その

後、「工芸」は明治、大正、昭和、平成を通じてさまざまな変化を含みながらその芸術性を昇華させ、

日本国内では、ファインアートとして高い評価を得た。しかしながら、海外では本来的に CRAFT と

翻訳され、一般にはファインアートとして認識されないのが実情である。 

日本の「工芸」は、自然素材を用い、高度な技術を持つ人の手による制作から生まれるアートで

あり、風土ゆえの素材と、伝統的な技法で地域性や、俯瞰して日本の地理的、文化的な要素を表

現することに適している。しかし、ややもすると自由な表現や個人の世界観と言った「現代性」に乏

しくなる傾向があり、国内外（特に国外）において工芸の本質の周知と需要の創出が課題になって

いる。今回の取組みでは、工芸をより自由な形でとらえ、現代アートの文脈としての紹介できる作家

をクローズアップすることで、KOGEI を日本独自のファインアートとして世界語化するため国内外

にアピールすることを目指した。 

展覧会の監修は、金沢 21 世紀美術館館長、東京藝術大学教授として新しい日本のアートを紹

介し続ける秋元雄史氏、また、インフルエンサーとして’９０年代に「シノラー」ブームの火付け役とし

て若者のカルチャーを牽引し、現在も多彩な表現活動をしている篠原ともえさんを招き、「あたらし

い工芸 KOGEI Future Forward」を広く国内外に発信した。 
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      見附正康 無題／青木克世 予知夢 

 

取組みの内容 

本試行プロジェクトは2017年2月に三越日本橋

本店本館 1 階中央ホール（展開面積：約 80 ㎡）

で実施した。秋元雄史氏の推薦による 15 氏の 35

作品を展示し、展示期間中に手話通訳つきで

ギャラリートークを行うほか、展示エリアにバリアフ

リー対応施策を盛り込むなど、試行プロジェクトと

しての新たな施策を多く取り入れた。 

 

オープニングイベント 

展示の初日 2 月 15 日（水）の開店前にマスコミ内覧イベントを開催した。展覧会を監修する東京

藝術大学教授の秋元雄史氏と、’90 年代に「シノラー」ブームの火付け役として若者のカルチャー

を牽引し、現在も多彩な表現活動をしている篠原ともえさんに、展覧会の見どころについて語って

いただいた。また、今回初めての取り組みとして、手話でマスコミ内覧会のご挨拶と見どころを紹介

した。オープニングイベントにはテレビ 3 社 4 媒体、新聞・通信社 3 媒体、専門誌・Web メディア 11

媒体が来場した。 

 

来場者数、アンケート調査 

6 日間の期間中、2,305 人が来場し、うち 763 人からアンケートの協力を得た。アンケート回収率

は 33.1%となり、来場者の文化への関心の高さがうかがえた。他方、広く一般の関心が集まったとは

いえず、より大きな取組として一般の方の興味を喚起する必要がある。 

 

－70－



 

■効果 「工芸」が「KOGEI」として世界に発信されることに 84％が共感すると回答、多くの来場者

の共感を得ることができた。 

■課題 百貨店で文化企画を行うことについて、「非常によい」回答が 60％、「よい」が 37％となり、

文化の発信地としての百貨店への期待が高い。さまざまなお客様の声に応えるために普段からユ

ニバーサルな展開にする必要がある。  

定性的なコメント 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■効果 作家とのコミュニケーションを取りたいお客様に好評であった。 

■課題 コミュニケーションがお客様から一方通行であった。次回は作家のコメントも会場に配置

し、双方向性を加えたい。 

 

イベント報告  

タイトル 「開催にあたっての出品作家からのメッセージ」  

      秋元雄史氏と出品作家（土屋順紀氏、田中信行 

氏、中村信喬氏、中村卓夫氏） 

■日  時  2 月 15 日（水） 午前 11 時～11 時 30 分 

■参 加 者 約 50 名 

■概  要  出品作家より、自身の作品と展覧会の趣旨を説明した後、秋元氏が「工芸」を

「KOGEI」として発信するために、工芸をファインアートとして制作し発表している作家 15 名を選抜

したことを紹介した。作家と秋元氏が掛け合いをしながら、今までの仕事の紹介や今回の出品に向

■その他のコメント 

①面白い！  なんか楽しい！ 斬新できれい。 

②日本の美の発信楽しみです。 

③面白い試みだと思います。“モノ”の力を再認識 

④作家の年齢は分からないけど若い人の方がアートよりで自由 

⑤現代の工芸  技術はすごい！ 

⑥未来が明るいと希望が持てました。 

⑦田中信行先生の作品カプーア（現代美術家）みたい！ 

⑧シンプルな展示がステキ 

⑨作品に触ってみたかったな～ 

⑩素敵な企画有り難う 

  

オランダからのお客さま 

（以下和訳） 

豪かな百貨店の美しい展覧

会 

 

作品自体の感性でなく、

直接作品を見られた感想を

会場内の係員に話すお客

様も多く見受けられた。 

合計 79 枚回収 

内１１枚が外国人 
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けた思いなどを、順番にお聞きした。 

■効  果 展覧会初日の開店直後のイベントで、開店前のプレビューに参加したプレスにも発

信していただけた。また、来場者にも、監修者の意図と作家の制作の背景を、本人の声により伝え

ることができた。 

■課   題 １）イベントには秋元氏・作家 4名の計 5名が参加

した。全体で約 30 分の時間であったが、もう少し踏み込んで内

容を聞くために、1 時間の時間設定が必要であった。 

２）全作家が参加することで、より多様なアートに関する価値、

知識を伝えることができる。 

 

タイトル 「秋元雄史氏と桑田卓郎氏によるギャラリートーク」 

■日  時 2 月 18 日（土） 午後 2 時～午後 3 時   

■参 加 者 約 60 名 

■概  要 秋元氏への「あたらしい工芸とは？」との問いかけから始め、工芸が歴史と共にどう変

化し、作り手である桑田氏が、どう活動してきたかをお聞きした。また、工芸の海外での評価や、今

後の可能性などにも言及いただいた。手話による同時通訳も行った。 

■効  果 約 1 時間と長時間にもかかわらず、最初から最後まで二人のお話に聞き入る人が多

かった。話題は多岐にわたり、作品を前にして二人の交流を軸に企画主旨をわかりやすく伝えるこ

とができた。 

■課  題 今回はトークを聴くという形式であったが、お客

様がより参加しやすい仕組みを作ることで、工芸を「KOGEI」

として、より深く理解していただくことができる。今回は、一方

通行であり、その場で来場者の率直な感想を直接得ることは

できなかった。 

 

タイトル 「出品作家によるクロストーク」  

■日  時  2 月 19 日（日） 午後 1 時～2 時  

■参 加 者 約 60 名 

         青木宏憧氏、木谷 洋氏、塚田美登里氏、見附正康氏  

■概  要 司会より本企画の主旨を説明。作家には①自身の考える「あたらしい工芸」について、

②自分以外で本日来場している作家の作品の感想、の 2 点を入れていただきながら、見附氏・青

木氏・塚田氏・木谷氏の順に自身の仕事と作品についてお聞きした。各作家共に、特別「あたらし

い工芸」を意識していることはなく、自信を見つめながら作風を考えた結果であるところが共通して

いた。お互いの作品については、「発想の原点が知りたい」「どうやって作っているのか知りたい」な

ど素朴な疑問を交え、それぞれの作家が熱く自身の作品を語った。 
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■効  果 出品作家が自分の言葉で自身の仕事とその背景について、作品を前にして語ること

で、来場者にダイレクトにその思いを伝えることができた。また、自分以外の作家についての感想を

聞くことで、作家の立場から見た制作に対する考え方の意外な違いなども聞くことができた。 

■課   題  １）作品を前に進行したが、近くで作品が見られないお客さまもいらっしゃったので、

映像など補足資料も必要であった。        
 ２）参加者が改めて SNS 等で情報発信するために写真を撮影する機会などを提供する必要が

あった。 
KOGEI って COOL（三越社員による作品解説） 

■日  時 2 月 16 日（木）2 月 17 日（金）2 月 20 日（月）（３日間）各日午後１時～（約 20 分） 

■参 加 者 各回 10 名程 

■概  要 本企画を担当した三越伊勢丹社員が、出品作家の作品を順に解説した。直接質問

を受けるなど、参加人数に応じて作家と作品の理解を深めていただくための解説を行った。 

土屋順紀氏の作品は、この中央ホールを見た土屋氏が「天女像」の色を考えながら制作した（右

写真）エピソードなどを交えて説明すると、会場を見渡しながら興味深く聞き入る来場者もあった。

また、最後にはアンケートと感想をポストイットに書いて貼っていただいた。 

■効  果 連日イベントを開催することで、会場が活性化して動きがみられる状態を作ることが出

来た。また初日や土日に直接お聞きした作家の声を、その場にいなかったお客さまに担当社員が

お伝えする場としても活用できた。 

■課  題 １）平日開催のため、参加者は各回 10 名程であっ

た。事前告知、店内放送、会場内でのご案内等に加え、作家が

参加するなどの魅力向上策を再考したい。 

２）限られた人数の中で、よりお客様が参加しやすいイベント

や障害者に向けた特別なイベントなどを検討していきたい。 

 

多言語による紹介 

日本の文化の魅力を国内外に発信する施策として、多言語

による展示企画の紹介を行った。 

三越インバウンドブログ内で 4 言語で紹介したほか、展示紹

介に特化した Web サイトを立ち上げ、本企画趣旨と選定者によ

る論考、作家の作品解説・略歴を英語で紹介した。 
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■効   果 １）英語、韓国語、中国語（簡体、繁体）による展覧会案内を WEB ブロに掲載した。 

２）英語コンテンツは専用ホームページとも連携して広く深く展開した。 

■課   題 １）広報イベントで、韓国、中国のメディアの来場いただけず、広く拡散することができ

なかった。事前の関係づくり、情報共有が必要。 

２）海外の方にはテーマとしてやや唐突感があり、継続的な発信が必要と考えられる。 

 

Web による発信  

 国 内   三越公式ＨＰ、メディアパートナー「美術手帖」を中心に情報を発信した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

三越 facebook                    美術手帖            篠原ともえ Instagram  

 

 海 外   広報 PR・WEBWIRE を通じて世界に情報を発信した。 

本企画に際し、英語広報資料を海外発信した。PR

資料（作品画像等含む）の転載が 「 YAHOO 

FINANCE 」 「 MARKETWATCH 」 「 BUSINESS 

JOUNAL 等に掲載された（転載数 213、閲覧数 

3,639）。 

■効   果 WEBの即時性を活かしオープニングイベントをアップデートしながら情報発信を行っ

た。また、専門家である秋元雄史氏から芸能人である篠原ともえ氏まで、それぞれのお客様層へ

幅広く情報発信することができた。海外の広報ネットワークを利用することで、WEB 上に「KOGEI」

の文字を残すことができた。今後「KOGEI」を世界語にするための下地ができた。 

■課   題 テレビ、ラジオなど、スピード感と拡散力あるメディアの協力を得て、そこから WEB を

1 三越ホームページ 日・英２ヶ国語表記 32,488 ページ・ビュー

2 三越公式　facebook フォロアー19,210人 271 いいね　平均は、100程

3 三越公式　Ytube オープニングイベント掲載 5,333 ビュー数

4 Bitecho 創造力を社会に生かすアートニュースサイト 870 シェア（Total）

5 美術手帖 イベント記事 9,554 いいね（Total）

6 秋元雄史氏facebook 展覧会案内 152 いいね

7 篠原ともえInstagram オープニングイベント 1,905 いいね
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通じて詳細な情報を得るというアプローチが実現できると、さらなる情報発信ができる。インフルエ

ンサーに海外ネットワークがある人物を選抜することなども検討の必要がある。 

 

Web（YouTube）による継続的発信 

本企画の主目的である 『あたらしい工芸を通じた「工芸=ＫＯＧＥＩ」の発信』を継続的に行うため

に、本企画の専用ホームページを 2020 年までアーカイブとして維持する。出品作品をじっくり鑑賞

する場を継続的に設けることで、2020 年オリンピック・パラリンピックに向けて「工芸=ＫＯＧＥＩ」の意

義を正確にお伝えする基盤とする。 

（左から） 

①秋元雄史氏と桑田卓郎氏によるギ 

ャラリートーク（約 12 分）    

https://youtu.be/F5_dRLJ6XZ4 

②出品作品展示画像 15 名分 

 （3 分 35 秒）  

https://youtu.be/XpuxVwQR5hU 

 

聴覚障害者対応について  

マスコミ向け事前告知とギャラリートーク（動画で配信）で手話同時通訳を実施した（ギャラリートー

クは手話通訳つき動画も配信した）。 
■効果 (1)マスコミ向け事前告知 

 ⇒ 結果：障害者向け情報通信社

2 社で採用された。 

① バリアフリー＆障がい者(障害

者 ) ス ポ ー ツ 情 報 サ イ ト

「WAHHO!(ワッホー!)」 

② 東京新聞 Heart ＆ DESIGN 

FOR ALL 

 (2)ギャラリートーク 

⇒ 結果：聴覚障害者らしき来場者は確認できなかった。展示や会場の設備を体験するために

三越伊勢丹社員（聴覚障害者）が参加した。 

■課題 (1)①聴覚障害者に支持されているマスコミやコミュニティー団体への発信について、会

社の規模や団体間の関係性が分からず、発信先の選定に苦慮した。 

 ②聴覚障害者がどの様に情報収集をしているか、詳しく分かると発信しやすくなる。          

※NHK「手話ニュース」にはトライしたが取り上げられなかった 

 (2)①聴覚障害者であることの判断として、「補聴器の装着」を目視確認したが、注意深く見ない

と分からず、判断が難しかった。 
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②専門用語や特意な言葉の訳は、事前に通訳者と情報共有する必要がある。 

(③～⑤：聴覚障害を持つ当社社員の意見）  

③会場構成上、通訳者と観覧者の距離があったため、手の動きが見えづらく、前方に見に行こう

とすると公式のカメラ撮影等で移動しづらかった。 

④告知する際は、手話通訳が写り込んだ動画を挿入したり、「手話通訳者を設置し、お話を分か

りやすく解説します」等のコメントを入れたりすると発信力や魅力が増す。 

⑤わずかに聞こえる難聴者に対しては、手話だけでなく、要約筆記通訳者を設置し、スクリーン

に投影する方法が有効なので、今後検討の余地がある。 

 

車イス利用者への対応について  

■実施施策 

  通常の美術展会場は動きづらく、展示作品や文字が高い位置にあって見にくいという声を受

けて、下記施策を実施した。 

 (1)会場内の通路幅確保 幅 120 ㎝ 

 (2)展示台の高さを通常より低く設定  通常高さ 90 ㎝ → 80 ㎝ 

 (3)キャプションを展示台側面に設置 

■会場での様子 

 (1)車イスで来場のお客様 1 名（視覚障害もあり） 

 (2)社員が開店前・閉店後に乗車体験 3 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

展示台の側面にキャプションを添付          展示台の高さを 80cm に設定 

 

■効   果  来場者からは、通路スペースが広く、入りやすく動きやすかったという声があった。 

■課   題  床配線の凹凸など、車イスで通過するのには一部障害を感じるところがあった。     

また車イスを利用される方は来店されているものの、中央ホールに立ち寄る声掛けに至らず、多く

のお客さまに体験していただくことができなかった。情報発信の方法（リアル、Ｗeb）など相手の立

場に立った提供手段が必要と考えている。 
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■社員による車いす体験 

今回は、車いすでの来客者が少なかったため、社員

が車イスでの会場回遊を体験した（写真）。実際に体験

することで、車いすに乗る方の立場になって考える機会

を設けた。社員によると、具体的な感想としては、 

 ①作品が身近で（立っているよりも）迫力を感じられ

る。 

③ 明文も見やすい位置で見られた。 

ただし、一般のお客様からは、キャプションが見にくいという声もあった。どのようにお互いの利便

性を向上させるか今後の課題である。 

 

効果と課題 

■効果 

現代アート、伝統工芸、民芸など多岐にわたる「工芸」という言葉の意味をもう一度考えていただ

ける良い機会になった。今回は、工芸のイメージ再考の機会として「現代アート」を切り口に工芸

=KOGEI として世界に発信する機運を作る第一歩にすることができた。アンケートの結果やコメント

にも見られるように、「KOGEI」をファインアートとして表現することは実現できた。また、広く多くの方

に鑑賞いただくことを目的に、導線を広くとり、展示台を低くするなどユニバーサル環境を整えた。 

2020 年に向けて海外から多くお客様を日本に迎え入れるなか、日本を代表する文化の一つであ

る「工芸」をきちんと我々日本人が「整理して理解して説明できる」。そうした機運を今後も三越伊勢

丹として醸成していきたい。また、今回の企画は専用ホームページをアーカイブ化し継続的に配信

し、今後、当社グループで開催するイベント情報等をリンクさせながら、本活動を発展させていきた

いと考えている。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

クラシックな日本橋三越本店中央ホールにおいて、天女像を前に 

「あたらしい工芸」を通じて、国内外に、「工芸=KOGEI」を発信した 
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■課題 

記入式ながら 700 件を超えるアンケートを回収することができ、来場者の関心は高かったことがう

かがえる。今回の取組に好意的なコメントが多く寄せられる一方、なぜ「KOGEI」という声も多く、三

越伊勢丹として今後も継続して「工芸=KOGEI」という取組を拡大させたい。今回のイベントを通じた

課題は、いかにしてさまざまな立場のお客様に広く情報を正確にかつ魅力的にお伝えし、来店い

ただくかである。本企画の来場者は、①既に工芸や日本文化に関心の高い方、②三越伊勢丹の

顧客が中心となり、③三越伊勢丹の顧客でなく、文化への関心が高くない方（たとえばスポーツ

ファンの方）、④障害者の方へのアプローチは不十分だった。今後は、各領域での情報発信や、イ

ベント等に「工芸=KOGEI」の情報発信を結びつけるなど新たな施策を考えたい。海外への発信に

おいては、発信数だけでなく、各国での理解や反応を具体的に得るために、当社では、アジア各

国のアートフェアに参加するなどして「工芸=KOGEI」を紹介することを考えている。 

 

将来計画 

■課題 

①日本人自身でも、工芸という言葉への理解が不十分 

②工芸=KOGEI というコンセプトが「シンプル」に伝えにくい 

③ユニバーサル環境を追求し広く開かれた取組に昇華 

■今後の施策 

①多角的、継続的に取り組むことで機運を醸成 

・日本伝統工芸展（Japan traditional KOGEI exhibition） 

・あたらしい工芸（第２回） 

・海外アートフェアで KOGEI をファインアートとして紹介 

②ユニバーサル環境を追求するために各種団体と情報交換 

 

 

 

 

 

  

工芸の魅力を、作家 1 人 1 人、そして 

誰もが情報発信できる時代 

スポーツ×カルチャー・アートを通じて、日本全体でオリンピック・パラリンピックを盛り上げる機

運醸成が必要。そのために、百貨店という開かれた場所を通じて、みなさんに分かりやすい、そし

て、入りやすい取組に昇華させる 
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今後のスケジュール 
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流鏑馬に関する情報の海外発信及び実況解説等の多言語化事業 

公益社団法人大日本弓馬会 

 

実施団体 公益社団法人大日本弓馬会 

実施時期 2016年 9月～2017年 2月 

場 所 神奈川県、東京都、京都府 

概 要 寒川神社、明治神宮の流鏑馬神事/上賀茂神社の笠懸神事に関して英

語情報等を付加したコンテンツを団体 Webサイトに掲載、場内の英語

アナウンス･解説、射手と外国人のミニ交流セッション等を実施する

ことで、流鏑馬への国内外の理解を促す。 

効果検証方法 ・流鏑馬への関心が高まり、それを入口として多様な日本の伝統文化全体

への関心が国内外で高まる効果 

・Web 閲覧者、来場者らに対してアンケートを実施し、英語による情報提供

により流鏑馬への理解が促進されたかどうか、来日意欲が高まったかどう

かなどを検証 

 

試行プロジェクトの概要 
 

実施目的 

（１）オリパラ大会成功の機運醸成 

「流鏑馬」とは、国の安寧と人々の幸せのために祈りを込めて馬上から矢を射る「騎射」を行う神

事のことを指す。大日本弓馬会では、主として鎌倉時代に定められた故実に基づく流鏑馬を維持・

保存している。 

この流鏑馬の世界観を理解することで、広く日本の伝統や、習俗、風習、武士の文化などの理解

につながるとともに、日本の伝統文化への関心を惹起することができる。また、流鏑馬が平和と幸

せを祈って行われることは、オリンピック・パラリンピックの精神と親和性を有する。そのため、2020

年東京オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「オリパラ大会」という。）の成功機運の醸成に関

し、文化面から貢献することが可能である。 

流鏑馬という日本の伝統文化を多言語化して情報発信することで、オリパラ大会成功の機運醸成

を図る。まずは日本において母国語の次に多く用いられている英語で、訪日して流鏑馬を観覧す

る外国人や、訪日を検討している外国人、流鏑馬など日本の伝統文化に関心のある外国人を対

象に情報発信する。これにより、日本の伝統文化に触れてもらうことで、スポーツだけではなく文化

の祭典でもあるオリパラ大会への関心を高めるなど、文化面からオリパラ大会成功の機運醸成につ

なげる。 

 

（２）流鏑馬の世界観の理解と流鏑馬を入口とした日本の伝統文化への理解・関心惹起 

大日本弓馬会が維持・保存する流鏑馬は、既に述べたとおり、国の平和と人々の幸せを祈念す
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る神事であって、主として鎌倉時代に定められた故実に基づく厳格な規則に従って執り行われるな

ど、日本の伝統文化の極みともいうべきものであり、この流鏑馬の世界観を理解することは、すなわ

ち、広く日本の伝統や、習俗、風習、武士の文化などの理解につながる。したがって、この流鏑馬

を多言語化して訪日外国人や海外に向けて発信することで、外国人の流鏑馬への理解促進が図

られるとともに、外国人が訪日して流鏑馬を観覧する契機の創出、流鏑馬を入口とした日本の伝統

文化に対する関心の高まりが期待でき、これらにより、世界に発信すべき魅力ある伝統文化である

流鏑馬を通じて 2020 年オリパラ大会の盛り上げに貢献する。 

 

取組み内容 

2016年秋に実施された３つの奉納神事、寒川神社流鏑馬神事（2016年９月 19日）、上賀茂神社

笠懸神事（※）（同 10 月 16日）、明治神宮流鏑馬神事（同 11 月３日）をオリパラ大会機運醸成のた

めのプロジェクトとして位置づけ、流鏑馬の意義・魅力の効果的な発信、外国人への一層の公開と

理解促進を図る事業として各種取組みを試行的に実施した。 

（※）笠懸（かさがけ）とは、通常の流鏑馬のように左真横のみならず、右側下方、左側下方の的

をも狙う高度な弓馬術。 

 

［プロジェクト対象となる３つの奉納神事について］ 

寒川神社は相模国一之宮という格式の高い神社であるとともに、鎌倉時代より独自の流鏑馬が

奉納されてきた歴史を持つ。1966 年、その奉納が中断の危機に立たされたものの、大日本弓馬会

が代わって奉納を行うこととなり、現在に至る。 

上賀茂神社の笠懸は、日本で唯一、神事として笠懸を奉納している事例である。笠懸は流鏑馬

よりも高い技量を必要とするため、現在ではほとんど行われていない。また、日本の文化の中心地

である京都市に位置していることもあって、外国人観覧者が多い。上賀茂神社の笠懸は、2005 年

に約 800 年ぶりに大日本弓馬会によって復興され、現在に至る。 

明治神宮の流鏑馬は、大日本弓馬会によって 1932年から奉納され、1944年に一時中断するも、

1953 年から再興され現在に至っている。深い森に囲まれた広大な境内の一角に、美しい馬場を有

し、東京の中心部にあることもあって、国賓が流鏑馬をご覧になるときの会場にもなっている。近年

では、2014 年にオバマ米国大統領、2002 年にブッシュ米国大統領が流鏑馬をご高覧されている。 

これらを主な舞台及び題材とし、次の４つの取組みを複合的に実施した。 

（１）英語版ホームページ（スマホ対応）及び流鏑馬紹介動画の公開 

（２）流鏑馬会場における英語による解説、同時通訳及び直接英語アナウンスの実施 

（３）英語版パンフレットの作成・配布 

（４）外国人観覧者を対象とした交流セッションの実施 

 

以下、それぞれの取組みについて詳細を記載する。 
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（１）英語版ホームページ（スマートフォン対応）及び流鏑馬紹介動画の公開 

①英語版ホームページの制作・公開 

大日本弓馬会のホームページをスマホ対応に改修するとともに、英語による流鏑馬の解説、写真

等のコンテンツを追加。流鏑馬に関する情報を神事についてまで詳細に英訳した資料はこれまで

になく、英訳に当たっては、高度な知識・経験を有する企業に外注した。翻訳者には流鏑馬に関

する深い知識が必要となるため、資料等を提供し、実際に流鏑馬を観覧してもらう等、十分な準備

をして臨ませた。 

また、英語で流鏑馬の紹介・解説を行う映像作品（以下「流鏑馬紹介動画」という。）を新たに制

作して大日本弓馬会ホームページ及び Youtube で視聴可能とした。 

＜公開期間＞ 

2016 年 12 月 30 日～2017 年２月 28 日（2020 年 12 月 31 日まで延長手続き） 

＜ホームページ構成＞ 

◎トップページ（日本語版と共通）http://yabusame.or.jp/ 

○English（英語版トップページ）http://yabusame.or.jp/english/ 

・OnYabusame（流鏑馬解説） 

・YabusameVideos（流鏑馬紹介動画）http://yabusame.or.jp/english/#a01 

○PhotoLibrary（フォトライブラリー）http://yabusame.or.jp/photo-library/ 

○YabusameSchedule（行事予定）http://yabusame.or.jp/yabusame-schedule/ 

○OutlineoftheOrganization（組織概要）http://yabusame.or.jp/about_e/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

トップページ（日本語版と共通）英語版トップページ 

 

②流鏑馬紹介動画の制作・公開 

流鏑馬の紹介は、技の披露だけにとどまらず、流鏑馬が競技ではなく神事であること、その歴史、

式次第、射手、装束、馬具（鞍・鐙）など幅広く取り扱い、日本の伝統や、習俗、風習、武士の文化

などの理解促進に資するように構成した。 

撮影は、2016年９月 19日の寒川神社流鏑馬神事と、同 11月３日の明治神宮流鏑馬神事を中心

に行い、同11月20日の逗子海岸流鏑馬騎射式の映像等も織り交ぜ、普段の稽古の映像も採用し

ている。 
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流鏑馬を紹介する動画の制作は、一定程度以上の流鏑馬に関する知識及び撮影の経験等が必

要となることから、制作は、流鏑馬の番組を制作した経験を有する企業に外注した。英訳に当たっ

ては、高度な知識・経験を有する企業に外注するとともに、翻訳者には流鏑馬に関する深い知識

が必要となるため、資料等を提供し、実際に流鏑馬を観覧してもらう等、十分な準備をして臨ませ

た。 

動画は Youtube で公開し、大日本弓馬会ホームページで視聴できるようにした。 

＜公開期間＞ 

2016 年 12 月 30 日～2017 年２月 28 日（2020 年 12 月 31 日まで延長手続き） 

＜URL＞ 

Youtube 

https://www.youtube.com/channel/UC4Su1F8Y8xm077ohbYEyUQQ 

 

大日本弓馬会ホームページ 

＃１HoersebackArcheryhttps://youtu.be/6gpenoYhZgA 

＃２CostumesandEquipmenthttps://youtu.be/kWY1jr13mdE 

＃３SacredRitualhttps://youtu.be/lPtJB45li4A 

＜動画構成＞ 

映像作品は視聴者の興味を強く惹きつけるため、冒頭のカット数を増やし、外国人が「Yabusame」

という言葉から連想するいわゆる「騎射」のシーンを多用するなど、飽きがこないように工夫した。ま

た、映像が長すぎると視聴者の負担感につながるため、約 10 分の作品の三本立てとし、順序も迫

力あるシーンから始まり、徐々に深く掘り下げていくよう構成した。 

 

＃１騎射 流鏑馬の華である「騎射」を中心に紹介。迫力ある騎射の映像を

見ながら、流鏑馬の歴史、技術、見所、出場する射手について理

解を深める内容。 

https://youtu.be/6gpenoYhZgA 

＃２装束／道具 流鏑馬で用いられる道具類を紹介。現在では製作技術が絶えた

和鞍と和鐙、射手が身につける装束など、古くから伝わる道具類

について理解を深める内容。 

https://youtu.be/kWY1jr13mdE 

＃３神事 流鏑馬が神事であることを中心に紹介。騎射が神事として行わ

れる例は他にない。また、古い伝書が伝える「故実」や流鏑馬で奉

仕する「諸役」についても理解を深める内容。 

https://youtu.be/lPtJB45li4A 
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「＃２装束／道具」の１シーン           「＃３神事」の１シーン 

 

（２）流鏑馬会場における英語による解説、同時通訳及び直接英語アナウンスの実施 

明治神宮流鏑馬神事（2016年 11月３日）において、外国

人観覧者に対して流鏑馬の実施中に英語による流鏑馬の

解説を行った（流鏑馬の歴史、馬具・装束、式次第等）。 

英訳は、高度な知識・経験を有する企業に外注した。翻

訳者に流鏑馬に関する資料等を提供し、実際に流鏑馬を

観覧してもらう等、十分な準備をして臨ませた。 

また、馬上の射手が矢を射る瞬間、矢が的に当たる瞬間を共有するために、日本語によるリアル

タイムの実況アナウンスを通信機器を用いて同時通訳し、外国人観覧者への情報提供を実施した

（ルール、射手の紹介、的中の結果等）。 

さらに、上賀茂神社（2016 年 10 月 16 日）においては、英語による直接アナウンスを試みた（流鏑

馬の歴史、馬具・装束、式次第、ルール、射手の紹介、的中の結果等）。 

アナウンス・同時通訳ブース 

 

（３）英語版パンフレットの作成・配布 

外国人観覧者が多い明治神宮流鏑馬神事（2016 年

11 月３日）と上賀茂神社笠懸神事（同 10 月 16 日）の２

種類の英語版パンフレットを 1,000 部ずつ制作し、会場

で配布することにより、外国人観覧者へ分かりやすく効

果的な情報提供を実施した。 

パンフレットの基本デザインは既存のものを修正して

制作した。内容は、流鏑馬に馴染みの薄い観覧者を想

定し、基本的なルールや観覧に当たって注目すべき見

所を中心に構成し、実際に流鏑馬（笠懸）を見ながら理

解するのに資するものとした。 

英訳は、高度な知識・経験を有する企業に外注した。

翻訳者に流鏑馬に関する資料等を提供し、実際に流鏑

馬を観覧してもらう等、十分な準備をして臨ませた。 
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（４）外国人観覧者を対象とした交流セッションの実施 

①取組概要 

寒川神社流鏑馬神事（2016 年９月 19 日）、上賀茂神社笠懸神事（同 10 月 16 日）、明治神宮流

鏑馬神事（同 11月３日）において、装束を身につけた射手が通訳を交えて外国人の方の質問等に

答える外国人対象の交流セッションを実施した。 

寒川神社流鏑馬神事の当日は雨天のため、室内でセッションを行ったが、上賀茂神社笠懸神事、

明治神宮流鏑馬神事は好天に恵まれ、馬場の中央に位置する奉行台（記録所）の周辺で馬場を

見ながら実施した。 

 

 

＜当日の様子＞ 

 

寒川神社明治神宮 

 

効果と課題 

効果 

１取組み結果 

（１）英語版ホームページ（スマホ対応）及び流鏑馬紹介動画の公開 

①ホームページ閲覧数（セッション数：ユーザーがそのサイトを実際に閲覧している有効回数） 

集計期間 2016 年 12 月 30 日～2017 年１月 28 日（30 日間） 

閲覧数 1,920 件 

＜参考＞本取組み前の閲覧数（セッション数） 

集計期間 2016 年 11 月 30 日～同年 12 月 29 日（30 日間） 

閲覧数 403 件 

②国籍別閲覧数 

集計期間 2016 年 12 月 30 日～2017 年１月 28 日（30 日間） 

閲覧者国籍数 62 か国 

＜参考＞本取組み前の国籍別閲覧数 

集計期間 2016 年 11 月 30 日～2016 年 12 月 29 日（30 日間） 

閲覧者国籍数 14 か国 
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③動画視聴数 

集計期間 2016 年 12 月 30 日～2017 年１月 28 日（30 日間） 

閲覧数＃１騎射 466 件 

＃２装束／道具 181 件 

＃３神事 144 件合計 791 件 

④アンケート 

効果の検証方法としてホームページ上にアンケート入力欄を設け、アンケート結果を集計し、これ

を基に成果や課題を検証した。 

集計期間 2016 年 12 月 30 日～2017 年２月１日 

有効回答数 137 件 

 

（２）流鏑馬会場における英語による解説、同時通訳及び直接英語アナウンスの実施 

①対象者数 

・英語による解説、直接英語アナウンスの対象者（上賀茂神社、明治神宮） 

いずれも外国人観覧者数は非公表のため不明 

・同時通訳対象者（明治神宮）翻訳機貸出者 45 人 

②アンケート 

英語による解説や同時通訳等を受けた外国人にアンケートへ回答してもらい、これを基に成果や

課題を検証した。 

本プロジェクトにおける（２）～（４）の取組みは、いずれも実際に流鏑馬会場で流鏑馬を観覧した

外国人を対象としたものであり、会場で流鏑馬を目の当たりにしながら、英語で解説を聞き、資料を

読み、交流セッションに参加するなど、外国人観覧者には、多層的に流鏑馬への理解促進等を図

る取組みを体験してもらった。 

当初は、各取組みに関し、それぞれでアンケートを実施する予定であったが、上記のように各取

組みによる相乗効果が期待できるとともに、会場の都合から、（２）（３）のみ個別にアンケートを回収

するのが困難であると判断し、（４）の交流セッションに参加した観覧者から、（２）～（４）について、

まとめてアンケートに回答してもらう手法を採用することとした。よって、（２）～（４）の取組みのアン

ケート結果は同一のものとなる。 

有効回答数 100 件（内訳：寒川神社 10、上賀茂神社 46、明治神宮 44） 

 

（３）英語版パンフレットの作成・配布 

①配布場所・部数 

上賀茂神社中央本部、観覧席入口ほか 1,000 部（残部なし） 

明治神宮中央本部、観覧席入口ほか 1,000 部（残部なし） 

②アンケート（前掲） 
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（４）外国人観覧者を対象とした交流セッションの実施 

①参加者数 

寒川神社 10 人（国籍数６か国） 

上賀茂神社 46 人（国籍数 17 か国） 

明治神宮 44 人（国籍数 20 か国） 

②アンケート（前掲） 

≪目的≫ 

①オリパラ大会成功の機運醸成 

②流鏑馬の世界観の理解と流鏑馬を入口とした日本の伝統文化への理解・関心惹起 

≪手段≫ 

①流鏑馬に関する情報の多言語化 

②多言語化した情報の積極的な発信 

 

・神社における神事を主な舞台及び題材とした４つの取組み 

（１）英語版ホームページ（スマホ対応）及び流鏑馬紹介動画の公開 

①流鏑馬に関する情報の多言語化 

アンケート結果によると、「１．流鏑馬のことを詳しく知るこ

とができた」に対し、「強くそう思う」「少しそう思う」と回答し

た人の割合が 137件中 132件（96.4%）に達した。このことか

ら、流鏑馬に関する理解の促進という点については、多言

語化は成功したと考えられる。 

また、「２．流鏑馬以外の日本の伝統文化により関心を

持った」に対し、「強くそう思う」「少しそう思う」と回答した人

の割合が 137 件中 126 件（92.0%）に達した。このことから、

流鏑馬をとおして、それ以外の日本の伝統文化への関心

を惹起したという点については、多言語化は成功したと考

えられる。 

さらに、「３．流鏑馬を見るために来日したくなった」に対し、

「強くそう思う」「少しそう思う」と回答した人の割合が 137 件

中 121 件（88.3%）に達した。このことから、訪日の動機付け

という点については、多言語化は成功したと考えられる。 

 

②多言語化した情報の積極的な発信 

本取組み前の１か月間のホームページ閲覧数（セッション

数）は 403 件であったが、本取組み開始後の１か月間の閲

覧数は 1,920 件へと増加し、前月比 476%であった。このことから、本取組み前のホームページ閲覧
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数が少なかったことを差し引いたとしても、一定程度の効果を得られたと考えられる。交流セッショ

ンに参加した外国人、各国大使館関係者などに周知や拡散依頼を積極的に働き掛けたこと、及び

「yabusame」と検索した際に検索サイトで上位に位置づけられるようにトップページに効果的なキー

ワードを用いたこと等が、功を奏したと評価できる。 

また、本取組み開始後の参照元としては、facebook からのアクセスが飛躍的に増えていた。これ

は大日本弓馬会からの働き掛けによって閲覧した人が facebookで紹介し、二次的、三次的に閲覧

者が増えていったと推定され、この点についても、一定程度の効果を得られたと考えられる。 

さらに、本取組み前の１か月間に大日本弓馬会ホームページを閲覧した人の国籍は 14 か国で

あったが、本取組み開始後の１か月間の閲覧者の国籍は 62 か国へと増加し、前月比 443%であっ

た。1 か国あたりの閲覧者数が１人の国も多くあったことを差し引いても、62 か国という世界の約 3

分の 1 の国に該当する多くの国籍の人に閲覧してもらう機会となったことは、大きな成果であると考

えられる。 

（２）流鏑馬会場における英語による解説、同時通訳及び直接英語アナウンスの実施 

（３）英語版パンフレットの作成・配布 

（４）外国人観覧者を対象とした交流セッションの実施 

①流鏑馬に関する情報の多言語化 

アンケート結果によると、「1．流鏑馬のことを詳しく知るこ

とができた」に対し、「強くそう思う」「少しそう思う」と回答し

た人の割合が 100 件中 99 件（99.0%）に達した。実際に日

本で流鏑馬を観覧した人だけに、そもそもの理解度が高

かったことも想定されるが、これを差し引いても、ほぼ 100%

の理解促進という効果が得られたこととなる。このことから、

流鏑馬に関する理解の促進という点については、多言語

化は成功したと考えられる。 

また、「2．流鏑馬以外の日本の伝統文化により関心を

持った」に対し、「強くそう思う」「少しそう思う」と回答した人

の割合が 100件中 95件（95.0%）に達した。このことから、流

鏑馬をとおして、それ以外の日本の伝統文化への関心を

惹起したという点については、多言語化は成功したと考え

られる。 

さらに、「３．流鏑馬を見るために来日したくなった」に対

し、「強くそう思う」「少しそう思う」と回答した人の割合が

100 件中 85 件（85.0%）に達した。実際に流鏑馬を目の当

たりにした人へのアンケートなので、当初は 100%に近い数

値を期待していたものの、十分に高い結果が得られたと判

断した。このことから、訪日の動機付けという点については、
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多言語化は成功したと考えられる。 

 

②多言語化した情報の積極的な発信 

英語版パンフレットは全部数を配布した。特に外国人観覧者が多い明治神宮と上賀茂神社を対

象とした成果であったと考えられる。 

また、交流セッションについては、大日本弓馬会と関係のある一部の外国要人等にあらかじめ周

知していた他は、当日に会場において周知したのみであった。一見すると積極的な周知に欠ける

ように見えるが、上賀茂神社では質問が絶えず、司会者側で打ち切った程であり、明治神宮では

解散後も外国人が射手を引き留めて弓について質問をするなど対応が追いつかない程であった。

この点も踏まえて鑑みると、交流セッションについては一部関係者にのみ事前に周知し、他は当日

会場で周知するにとどめたことは、対応可能人数の関係上、むしろ成功であったといえる。 

これらのことから、積極的な発信という点では、一定の効果を得られたと考えられる。 

 

≪総括≫ 

以上から、「②流鏑馬の世界観の理解と流鏑馬を入口とした日本の伝統文化への理解・関心惹

起」については、そのツールの作成という点で十分な成果が得られ、また、流鏑馬以外の日本の伝

統文化への関心も喚起することができた。これを糸口として、今後、オリパラ大会への期待と大会成

功の機運醸成へとつながっていくものと考える。 

もっとも、集計対象の期間が１か月間とはいえ、大日本弓馬会ホームページの閲覧者数や流鏑

馬紹介動画の視聴者数がさほど多くないことからすると、「①オリパラ大会成功の機運醸成」には、

まだ道半ばと考える。この点、ホームページの閲覧者数や動画の視聴者数は今後も増加していくと

推測されるので、オリパラ大会の開催は３年以上先のことであるから、今後も活動を続けていくこと

が重要であると考える。 

 

課題 
（１）広報活動の拡大 

集計期間が１か月間とはいえ、ホームページへのアクセス数が 1,920 件／月、動画の視聴数が

「＃１騎射」で 466 件／月というのは、十分といえるものではない。 

これは、そもそもの流鏑馬の知名度が低いことが原因と考えられる。アンケートに「皆様が思って

いる以上に世界中で流鏑馬はポピュラーです。しかし、何というのか知らないのです。流鏑馬を海

外でもっと紹介して行事と名称が一致するように海外で公演を行うとよいと思います」というコメント

があったが、まさに的を射ている。 

これは流鏑馬に限ったことではなく、個々の文化ごとにどう発信していくかという課題であるととも

に、日本の伝統文化全体として、いかにして世界に向けて発信していくか、という大きな課題でもあ

ると考える。 
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（２）情報量と利用しやすさのバランス 

大日本弓馬会ホームページ上におけるアンケートにおいて「１．流鏑馬のことを詳しく知ることが

できた」に対し、「強くそう思う」「少しそう思う」と回答した人の割合は96.4%という高い数値であった。

これは理解を促進するのに十分な情報提供ができたことを示すものであるが、一方で、情報量が

多すぎて利用しにくいという指摘もあった。 

この点、情報量が多いことは当初から懸案事項であったため、動画については視聴者の負担を

軽減するために３部構成に分けた。しかし、スマートフォンからアクセスすることを考えると、それで

も長いと感じることは理解できる。動画の視聴数が「＃１」よりも「＃２」「＃３」がはるかに少ない原因

の１つと推測される。 

より多くの人に利用してもらえるように、情報量と利用しやすさのバランスについては今後も検討

する必要があると考える。 

 

（３）多言語化の拡大 

大日本弓馬会ホームページへアクセスした人の国籍が 62 か国に及んだことは、大きな成果とい

える。日本以外では、アメリカ合衆国、次いでカナダが多かったものの、スペイン、フランス、ドイツ

など英語圏以外の国籍の人も多かった。また、今回の調査では目立った数にはなっていなかった

が、日本への観光しやすさという点からは中国や韓国も重要な国といえるだろう。本プロジェクトで

流鏑馬に関する情報を広く英語化したものの、2020 年に向けて更なる多言語化を図ることも検討

する必要があると考える。 

 

（４）会場と稽古場の整備 

流鏑馬の会場は、主に神社の境内など既存の空間を利用するので、客席を増やすための構造

物の設置が困難である場合が多い。よって、１万人を超えるような多くの観覧者に公開するには不

向きである。この点について、交流セッション参加者へのアンケートで「会場が狭いので大勢で見る

のは難しい」と指摘があった。多くの外国人が観覧に訪れたとしても、混雑のために十分に見ること

ができないのでは、“おもてなし”として不十分である。多くの観覧者を受け入れられる会場の整備

が大切であると考える。 

また、流鏑馬は古来より伝わる技術を厳しい稽古を重ねて身につけた「射手」によって行われる。

稽古が不十分であると的中の成績も上がらず、神事としても観客への“おもてなし”としても問題と

なる。流鏑馬をより高いレベルで披露・奉納するためには、優れた稽古場の確保は重大な課題で

ある。また、併せて外国人が流鏑馬を見るために訪日したとしても、流鏑馬は年中行われているも

のではなく、年間のうち限られた日時に実施されている。いつでも流鏑馬を見ることができる環境の

整備も検討すべきと考える。 

 

（５）障害者への配慮 

流鏑馬の会場は、自然の地形を利用することが多く、地面の凹凸などがあるため、車いす利用者
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などにとっては大きな障壁となる。バリアフリー化をするにも、会場が神社の境内である場合には、

建物の都合上、新たな構造物が設置できない場合もある。 

日本の伝統文化を海外に紹介するに当たっては、今後ますます障害者への配慮が求められるで

あろうから、可能な範囲でということになるものの、今後は、車いす用の席や通路を設置するなど障

害者でも観覧しやすい環境を整備することも課題であると考える。 

 

将来計画 

 

（１）広報活動の拡大 

流鏑馬そのものの知名度を高めることが肝要である。アンケートの「４．流鏑馬を海外に広めるに

はどうすれば良いと思いますか」に対しては、「海外での開催」が最も回答数が多かった。海外実施

実績をいかして 2020 年までにオリパラ大会成功の機運醸成のため、海外で流鏑馬を実施すること

を検討したい。 

インターネット上での広報としては、日本の文化を紹介する各種取組み、特に公的機関が実施す

る同旨の事業があれば積極的に協力していきたい。 

 

（２）情報量と利用しやすさのバランス 

流鏑馬紹介動画で、既存の＃１～＃３はそのままに、３分程度のダイジェスト版を制作すると効果

的であると考える。また、大日本弓馬会ホームページに短時間で流鏑馬の概要が把握できるような

ページを１つ設けることを検討していきたい。 

 

（３）多言語化の拡大 

流鏑馬について、今回の制作物ほど詳細な資料は存在しないと考えられる。単語の選択や、精

神性などを説明するノウハウは他の言語に変換する場合にも役立つものと考える。費用対効果、需

要を見定めて他の言語での制作も計画したい。 

 

（４）会場と稽古場の整備、および（５）障害者への配慮 

多くの訪日外国人が観覧できる会場の確保が必要である。また、障害者席の設置や通路のバリ

アフリー化なども検討課題である。他方、神社などの土地・建物を使用して会場を設営するため、

新たな構造物の設置が困難な場合が多いため、会場側への働きかけを進めたい。また、流鏑馬神

事の質を向上させるには十分な稽古環境が欠かせない。国・地方公共団体や民間企業などにも

働き掛け、協力を得られるよう努めていきたい。 

以上 
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和の心 ～雅楽＆武道～ 

明治神宮 

 

実施団体 明治神宮 

実施時期 2016年 12月 

場 所 東京都 

概 要 日本人の深奥にある和の心、その表れとしての伝統文化である雅楽と

武道の外国人向け解説と公演を実施。また、明治神宮外苑の成り立ち

と東京五輪との連続性、大都会と森（明治神宮）との共生（自然観）

を通して外国人に対して日本理解を促す。 

効果検証方法 ・日本文化への関心が高まり、理解が深まる効果 

・参加応募者数および参加者の構成を分析（世代、男女比、所属分野な 

ど） 

・2020 年への機運醸成に当たり「雅楽」「武道」「鎮守の森」がどのような役 

割を果たしうるか、また、この分野のどのような事柄に大きな関心が寄せら

れるかなどをアンケートで測定 

 

試行プロジェクトの概要 

日時： 平成 28 年 12 月 10 日（土） 13:30～16:00 

会場： 明治神宮会館 

 

実施目的 

本事業は、在京の外国人（外交団、商工会議所、国際文化交流団体等）、日本人にもこの日本

の伝統文化を感じてもらい、彼我の関係者の理解を深め、一層の日本文化発信の相乗効果を図

ることを目的とする。 

また、日本の伝統音楽である雅楽が諸外国の人々にどのように受け入れられるかを検証するとと

もに、一般的には、やや難解で馴染みのないものに留まっていることに留意したい。武道について

は、新渡戸稲造の「武士道」に魅かれる外国人、また、勝敗を決するスポーツではない武道を求め

て来日する外国人がいる一方、多くは真の武道（武道の真髄）に触れていない現状にある。 

雅楽、武道いずれにおいても、神秘性、精神性が日本文化としての特性であるとの問題意識のも

と、講演を行うことで、その点を出来るだけ分かりやすく解説するように努め、またその成果を検証

する。そのことにより、雅楽と武道が 2020 年のオリンピック・パラリンピックで訪れる外国人に日本の

文化としてアピールするものであるか、またアピールの効果をあげるためにはどのような課題がある

かを検証する。 

国際神道文化研究所が既に有するネットワークや、マスメディアによる告知をとおして、日本に滞

在するさまざまな国・階層・興味関心を持つ外国人の参加を得て、本件課題の現状と解決策を探

る事業とする。 

 

 

－93－



 

 

取組み内容 

（１）2020 年への機運醸成と日本文化の伝達 

明治神宮周辺が 1964 年の東京オリンピック実施の主たる舞台と

なったこと。2020 年（平成 32 年）には明治神宮が鎮座 100 年を迎

え、都心の森として息づいていることの認識を促した。また、会場を

境内とすることで、多くの外国人が訪れていることを日本人参加者

にも実感してもらえる機会とした。 

 

（２）構成 

雅楽、武道とも、「実演」だけでなく、「講演（ミニ・レクチャー）」を行い、予備知識のない外国人に

も理解できるよう図った。 

雅楽については、大陸から日本に伝わり、その後日本で

根付いていった歴史的過程を説明するとともに、それぞれ

の雅楽器について解説を行い、個別の音を聞くことで、理

解を深めるよう努めた。パワーポイントを使用し、雅楽器の

写真や、雅楽由来の日本語や英訳が難しい事柄や漢字

についてプロジェクターで投影した。しかしながら、映像に

ローマ字や英語を併記しきれず、改善の余地が残った。

また、表意文字である漢字のニュアンスや日本語の音か

ら連想される意味合いなど、外国人にはストレートに伝わりにくいものがあることを痛感した（それが

文化である以上やむを得ない部分ではあるが）。 

また、司会者により、それぞれの演奏曲の解説を行うことで、どのような場面で実際に演奏される

のかという事柄も説明をした。説明が不足していた点としては、雅楽という音楽の独自性をもう少し

主張すべきだったと考えられる。雅楽における拍節の取り方や音律など、西洋音楽と異なる点につ

いて説明すると、日本の伝統音楽であることの意義をより深く理解してもらえたと考えられる。 

武道の講演については、日本思想や武道精神に関する説明を行った。とくに講演者は、能や神

道の精神についても詳しく、これら日本の伝統文化とあわせて武道の説明を行うことで、外国人観

覧者には深い理解が得られたのではないかと思われる。また、明治神宮の武道場である至誠館の

海外における取り組みを説明し、ヨーロッパ諸国でも武道教育が広がっていることを伝え、武道とい

う日本文化が海外で受け入れられ、発達していっていることを理解してもらえたと考えられる。 

不足していた点としては、武道がどのように継承・展開されてきたのかという歴史的な側面の説明

と、個々の動きの意味、武術の簡単なデモンストレーションである。それぞれの演武の前に司会者

から簡単な説明を行ったが、剣道・弓道・合気道・鹿島の太刀について、講演の中で概説を行い、

それぞれの技を一つずつ披露し解説を行うと、理解の増進に効果があったのではないかと考えら

れる。 

 

（３）外国人への発信 

（イ）武道の講演者にポーランド元駐日大使を招聘し、外国人から見た日
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本精神について語ってもらうことで共感を得やすくした。 

（ロ）同時通訳機器を使用し、講演内容や司会者の言葉が的確に伝わるようにした。 

（ハ）広報用チラシを日英併記とし、インターネットによる申し込みも英語で可能な仕様とした。 

（ニ）在京大使の全員に招待状を送り、また大使館広報部にはチラシ送付とともにインターネット

による申し込みの周知を依頼した。 

（ホ）海外の商工会議所や文化交流諸機関、日本語学校等に広報を行なった。 

（ヘ）当日配布のプログラムとアンケートを日英併記とした。 

（４）障がい者への対応 

（イ）境内の砂利道参道の一部を石板舗装した。 

（ロ）会場内にもスロープを設置済み。 

（ハ）多目的トイレ導入済み。 

特記事項 

畏くも秋篠宮同妃両殿下のご臨席を賜った。 

結果的に、メディアの反応も大きくなったと思慮する。 

 

効果と課題 

効果  

（１）参加申し込み時の事前調査より 

（イ）年齢層・性別 

幅広い年齢層の参加を促すため、近隣大学や SNS などでの告知も実施。 

招待者などを除いた一般応募者の年齢層と性別は以下のとおり。 

男性 539 名 10 代 60 名 

女性 795 名 20 代 125 名 

未回答 101 名 30 代 116 名 

  40 代 204 名 

  50 代 216 名 

  60 代 317 名 

  70 以上 285 名 

  未回答 112 名 

（ロ）これまでに雅楽や武道を生で見たことがあるか 

雅楽を見たことがある： ３０７ （全体の約２５％） 

武道を見たことがある： ４６５ （全体の約３５％） 

 多くの人に雅楽や武道を初めて見聞きする体験を提供できたと言える。 

 

 

 

 

－95－



 

 

（ハ）外国人への訴求性 （申し込みベース） 

各大陸からの参加者を得ることができた。

３００名近い応募をえたことは、雅楽ある

いは武道への関心を窺わせる。 

事業実施日の１２月１０日はベルギー大

使館の文化プログラムと重複し、大使館

からの出席は限られたきらいがあるが、一

般の応募リストにも海外ベースのメールア

ドレスであることがわかるものが見られ、

手間をいとわず反応してくれたことをあり

がたく思う。 

 

（２）事後アンケートの結果より 

1300 名の聴衆の内、８４９名の回答を得た（うち外国人８７名）。 

2020年のオリンピック・パラリンピックにおける雅楽・武道のアピール度について設問を設けた。特

に、「雅楽や武道は日本文化を伝えるツールになるか」という一般的な設問ではなく、あえて「開会

式・閉会式に取り入れるに相応しいか」として問題意識を確認した。 

集計結果について、日本人と外国人の回答で大きな違いをみせたのは、「Ｑ２ 2020 年東京オリ

ンピック・パラリンピック競技大会の開会式や閉会式での雅楽演奏は魅力的だと思いますか？」、

「Ｑ５ 明治神宮は人工の森で、2020 年に鎮座 100 年を迎えることをご存じでしたか？」、「Ｑ６ 海

外（あるいは自国）の知人に日本を伝えるときに、本日の公演（雅楽・武道）が良い材料となります

か？」の 3 つの項目であった。Ｑ２については、（ハ）にて後述することとし、また、Ｑ５については明

治神宮に関する知識の有無であることから検討は割愛する。Ｑ６について、「はい」と答えた日本人

が 84％に対し外国人では６３％であり、「どちらでもない」と答えた日本人は 12％であったのに対し

外国人で波 29％であった。外国人に対しては少し伝わりにくい内容であったことが原因のひとつと

考えられる。雅楽と武道どちらについても、聴いて見て感じてもらうことを主眼としていたが、これら

を言語化、つまり文章や会話の中で、具象的に日本文化であると説明するための素材を提供する

ことができなかったのかもしれない。「日本らしさ」ということについて、日本人には自明でも、外国人

には付加的な説明が必要である事柄に対してもっと探求すべき点があったのではないかと考える。 

概して、雅楽も武道も日本文化を感じさせるものとしてとらえられていることが窺え、西洋文化との

違いを感じるものとなったように思われる。休憩を含む 2 時間半のプログラムであったが、途中で帰

る人（特に外国人）はほんの一部に限られた。演出にもう少し工夫が必要であったことがアンケート

のコメントから伺えたが、無料であるにもかかわらず、最後まで見届ける観客が多かったのは、日本

人・外国人を問わず、日本文化の神髄を感じたい、との思いの表れであったのかもしれない。 

    

（イ）認知度について 

実際に見たことがある割合が、日本人を含めても雅楽 25％、武道 35％であることを考えると、外

国人にとって、また日本人にとって「雅楽」「武道」という日本文化を生で知る機会を与えられること

在京大使の出席回答 48／154 ヵ国 108 名 

一般申し込み 欧州 106 名 

 北米 22 名 

 南米 4 名 

 オセアニア 11 名 

 中東 4 名 

 アジア 46 名 

 アフリカ 4 名 

 不明 23 名 

 日本 1215名 
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ができたと思われる。そのようなコメントも多く得られ、オリンピック・パラリンピックに向けた良い企画

であるとの意見がみられた。外国人からも同様の意見が見られたのは、同時通訳を用意したこと、

また、主として視覚・聴覚に訴えるものであったからであると思量する。 

（ロ）日本文化伝達の工夫 

「外国人に理解してもらうにはアピールが必要」との意見も多く、日本文化を伝えることへの意識

を持つきっかけになったと思われる。 

実演前の講演についても、「良かった」「わかりにくかった」「充分でなかった」との意見に分かれ、

それぞれ問題意識をもっての意見と思われ、当方の参考になるものとなった。 

 

（ハ）雅楽のもつ効果 

「君が代」の雅楽演奏を、という意見がある一方、現代のテンポに適さないので工夫が必要との意

見があった。具体的にオリンピック・パラリンピックをイメージした意見として貴重である。 

前述のアンケートＱ２で「はい」と答えた日本人が 80％という高比率に対し外国人では 52％で、

「いいえ」と答えた日本人は７％、外国人では 30％であった。理由としては、日本人には、雅楽が伝

統文化であるという前提知識があり、また、雅楽を聴いて日本らしさを感じ取ることができ、アピール

としてふさわしいものであると感じたと思われる。これに対し、外国人にとっては、日本の伝統文化

ではあると聞くものの雅楽という音楽そのもののダイナミクスの弱さもあって、集団として精神的な昂

揚をもたらし大会を盛り上げるものとは感じられなかったからではないか。アンケートのコメント欄に

も「五輪開会式での雅楽は条件付きでよいと思う。短くする、現代的に編曲するなどの工夫が必要」

や、「五輪開会式には不適切。スローテンポ過ぎる。外国人には退屈」といったものが見られる。 

これに対して、武道に関するアンケート「Ｑ３ 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の

開会式や閉会式での武道演武は魅力的だと思いますか？」では、「はい」と答えた日本人が 79％

という高比率に対し外国人では 67％で、「いいえ」と答えた日本人は 5％、外国人では 14％であっ

た。雅楽と武道でここまで差があるというのもやはり、雅楽をスポーツの祭典で用いるためには、効

果的な演出方法を分析しなければならないと考えられる。リオデジャネイロオリンピックの閉会式に

おいて日本のプレゼンではアニメキャラクターが多用されていたが、このような動きのあるもののＢＧ

Ｍとして、あるいは、「君が代」斉唱のＢＧＭとしてなど、雅楽だけの演出にこだわらない方法の模

索が必要と考えられる。 

（ニ）武道のもつ効果 

海外の視点から元ポーランド駐日大使の講演を得たことに一定の評価があり、日本人の関心を

惹いたとも思われる。一方で「長すぎる」とのコメントもあり、武道には、より動きのある「実演」が求め

られたように感じられる。弓道・剣道・合気道ともオリンピック

種目ではないため、オリンピックと絡めたコメントは少なかった。

（「柔道をいれるとよい」というのはオリンピックを意識したもの

とも言える。） 

（３）その他 

参道の石板舗装については一定の評価が得られた。 
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課題 

（１）プレゼンテーションの課題 

（イ）「雅楽」と「武道」というやや異質の組み合わせであったことから、プログラム進行上、あるいは

舞台設営など、難しい点がいくつかあった。それぞれをしっかり理解してもらうためには、過不足の

ない解説や、飽きさせない工夫が必要と感じた。 

（ロ）「武道」が形（かた）を中心とした、どちらかというと「静」を基調とするものであり、雅楽も激しい

動きがないことから、やや単調になった側面は否めない。全体を通して強弱のあるプログラムにす

ることが聴衆の関心を惹きつけておく観点から必要である。 

（ハ）「講演」と「実演」を併存させた構成は、理解を深めるうえで良かったと思われる。内容と長さ

については検討を要する。 

雅楽器や装束、武道用具などの展示スペースを設け、情報伝達の手段を増やすことで、より多く

の事柄を伝えられたのではないかと考えている。また、体験コーナーを設け、実際に雅楽器を演奏

したり、武道を行ったりすることにより、より深い理解につながるのではないかと考えられる。 

 

（２）募集方法に関する課題 

募集方法としては、①招待状発送（大使・特別関係者）、②明治神宮 HP、③新聞、④DM（これま

での明治神宮催事参加者）、④国際交流団体等へのチラシ発送、⑤近隣大学へのチラシ発送、

⑥日本語学校へのチラシ発送、⑦イベント・サイトの利用、等を行った。 

詳細は確認できないが、②明治神宮 HP あるいは、⑦イベント・サイトでみつけて申し込んだ人も

多かったと推察される。効果が明らかだったのは③新聞で、掲載日には朝から問い合わせの電話

が多く実際に申し込みも多かった。ただし、掲載日が遅かったため、定員に達してお断りしなけれ

ばならない状況にあった。また、日本語学校の生徒らしき名前の申し込みも散見された。 

（イ）外国人に対する課題 

外国人の応募者を増やすためには、積極的に海外文化機関や外国人学校、日本語学校への広

報を英語などによる言語で行うことが必要であると感じた。 

また、大使館員の家族にアピールする方法を検討する必要がある。大使館広報部に広報したも

のの、館員に周知されるところまでいかなかったところもあったと思われる。明治神宮は比較的大使

館との交流があると自認しているが、一層のネットワーク確立が必要である。 

（ロ）メディアに対する課題 

既存のネットワークを活用して取材や記事掲載の働きかけを行った。 

開催記事掲載後の申し込みの反応は顕著であり、効果が高いことが示されたが、掲載のタイミン

グを失しないような働きかけが必要である。 

（ハ）その他の課題 

Web サイト による登録方法を明治神宮の行事としては初めて採用し、概ね機能した。 

一方で、申込者の端末によっては登録確認のメールが送られないなどの不具合もあり、バグの修

正が何度も必要であった。 

主として高齢者については web 登録を行えないケースが多く、電話による受付が不可欠。 

（３）障がい者への課題 
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（イ）視聴覚をともなう行事であったため、いずれかに障がいがある人には参加が難しい内容で

あったと思われる。 

（ロ）境内・会場にはそれぞれ石板舗装やスロープなどが設置されていたが、会場には車椅子で

観覧できるスペースを確保することができず、結果的にも車椅子での参加者はなかった。 

（ハ）近隣の障がい者施設への案内を早期に検討すべきであった。ただし、ある程度の態勢を整

えるためには、専属のスタッフや専門家の対応、ノウハウの取得が必要であるように感じられた。 

 

（４）未就学児の規制 

（イ）子供の話声や泣き声に対する不満の声も多かった。応募要項に明確に記述すべきであっ

た。 

（ロ）未就学児が参加可能なプログラムを検討することも必要。 

 

（５）会場・警備の課題 

（イ）会場までの経路案内に留意が必要（言語面での配慮も含む）。 

（ロ）テロ防止という安全確保の観点と参加者の利便性の観点からどのレベルの警備が可能か検

討を要する。 

（ハ）看護師を一人雇用し、万一の場合に備えた。結果的には何事も起らなかったが、特に高齢

者も多く含まれる 1000 人規模の行事においては、今後も必要な備えであると思われる。 

 

将来計画 

（１）日本の文化発信という観点から 

雅楽と武道の認知度が高くなかったという事実がある反面、日本の文化として伝えるべきものであ

るとの認識を持ってもらえたことには大きな意義があると思量する。 

平成 29 年 1 月から 2 月にかけて、明治神宮はベルギー・イタリア・ポーランドの 3 ヵ国（6 都市）に

おいて「雅楽・武道公演」を開催する。まずは知ってもらう機会を提供していきたい。 

更に、どのレベルで日本文化（雅楽・武道）を理解しようとしているか、といったことも考慮したプロ

グラム作りを行うことが必要ではないかと感じられた。 

形式としては、少人数の体験型ワークショップ、詳細な解説つきの行事、本格的な公演などが考

えられ、欲張りすぎずに集中的に掘り下げるプログラムや初心者レベルのものも含め、対象を明確

にすることも一案。 

時宜やケースに応じて様々な形態を取り混ぜながら行っていくことで、その浸透を図ることを検討

していきたい。 

 

（２）外国人への発信という観点から 

まずは、外国人が目を留める媒体は何であるか、市場調査などを活用した広報展開が必要であ

る。効果的な「入口」を見極めることが求められる。 

雅楽、武道、いずれも日本を感じさせる文化ツールとしては関心をひくものであることは、アン

ケート用紙に雅楽器のイラストを描いて親しみを示す外国人や、武道への憧れが伺えるコメントな
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どからある程度確かなものとして感じられた。 

一方、内容や構成については、「日本文化とはこういうもの」という一辺倒なものにならないよう配

慮しつつ、本質を見失わないような工夫が必要であると感じた。 

また、同時通訳という形態が相応しいか、文字情報の提供を怠っていないか、共通の文化基盤に

ない視点に立って過不足のない配慮がなされているか等、より充実した発信となるよう充分なプロ

ジェクトの企画立案が求められる。日本文化を外国語で伝えることの難しさは言を俟たないが、外

務省、文部科学省や観光庁が作成している資料（NIPPONIA など）の活用（該当資料の配布等）は

有効であると思われるので、事業立案時に関係省庁、機関との打ち合わせや情報提供を求めるこ

となどを行うことが良いと思われる。 

今後、同種（雅楽、武道）の事業を行う場合、日本らしさという事柄を端的に説明、理解してもらえ

るよう、西洋文化における音楽や武術・格闘技の在り方との違いを意識していきたい。具体的には、

外国文化との差異を強調するような演出、例えば、雅楽についてはクラシック音楽のオーケストラと

の比較、武道についてはフェンシング、クロスボウ、太極拳、テコンドー、ボクシングとの比較などを

実演するなど、海外文化の担い手との共演などが挙げられる。 

総じて、「日本文化とはこういうもの」（例えば形の文化）という前提を異文化人の目からどのように

再構築して伝えるかが問題であるように思う。今回は印象として「静」のイメージが強く、雅楽のス

ローテンポな演奏と舞、武道の形は、外国人が期待するダイナミックさやアクション性に欠けていた

部分もあるようだが、一方で、外国人の視点ばかりに阿って本質的なものを見失う可能性もあるの

で、両者のバランスをどこに持ってこられるか、主催者の力量が問われるところである。 

 

（３）障がい者への対応という観点から 

障がい者に受け入れられやすいプロジェクトとは何であるか、参加があった場合に想定される事

柄、参加を促す方法等について、情報を得られる場があることが望まれる。 

施設の対応のみならず、必要な人員態勢なども理解した上で、主催者も参加者も安心できる事

業実施に繋げていければ良いのではないかと思われる。 

 

（４）募集のあり方 

Web サイトによる登録については多くの人が比較的抵抗なく行えるようになっていることが理解で

きた。無料の行事であることで多くの集客が可能であったが、当日は 300名以上の不参加者がある

などのデメリットもあった。また、今回はこのような欠席者も見込んで、座席指定は行わなかったが、

有料とすることで座席指定も可能となり（システムの構築という問題は別途生じるが）、場内誘導な

どにも資すると思われる。 

 

（５）その他 

経費をどのように抑えるか（ボランティアの活用など）とともに、今後は安全確保（テロ対策）も必要

になってくるため、どこでバランスをとっていけるかも課題であると思われる。 

 

以上 
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“レガシーの未来への継承”ＤＲＵＭ ＴＡＯを通じた 

地域コンテンツ魅力増進及び 誘客・情報発信実証実験 

竹田市 

 

実施団体 竹田市 

実施時期 2016年 10月～12月 

場 所 大分県 

概 要 竹田市久住高原を拠点に世界で活躍する和太鼓エンターテイメント

集団「DRUM TAO」の公演を中心に、様々な地域資源を盛り込み、魅力

的な観光文化プログラムを創出する事業を実施。2020 年オリンピッ

ク・パラリンピックを見据えた地域の活性化の実証実験として、外国

人向けモニターバスツアーを組み立て、歴史・文化・食・工芸・芸術

といった竹田市の様々な魅力を伝える事業を実施。多言語での PR、会

場のバリアフリー化にも取り組む。 

効果検証方法 ・参加者数、多言語化ホームページへのアクセス、SNS 閲覧数などによる情

報発信効果を検証 

・市内協力業者及び団体数による機運醸成効果を評価 

・モニターツアー参加者および APU 学生へのアンケートから魅力的スポット

を抽出 

・車いす専用トイレの混雑具合や会場内移動の円滑化など、会場バリアフ

リー化施策を評価 

 

試行プロジェクトの概要 

 

実施背景 

竹田市は、瀧廉太郎作曲「荒城の月」のモチーフとなった国指定史跡「岡城跡」や

400 年の歴史を有する城下町、雄大な久住高原や世界屈指の炭酸泉湧出地・長湯温泉

といった多くの地域資源に恵まれている。 

このような地域資源を背景に、これまでにも観光振興やインバウンド振興に取り組

んできた。しかし、国内、まして国外ともなると、その知名度はほとんどないといっ

ても過言でなく、選択肢としても挙がってこない状況であった。 

こういった現状は、多くの地方自治体が抱える課題であり、本事業を通じた地域資

源のブラッシュアップ、及び、情報発信に取り組むことによって、2020年東京オリン

ピック・パラリンピックを見据えた文化プログラム創出における先進事例として貢献

できると考えた。 

また、地域内においては、オリンピック・パラリンピックに向けた機運を醸成し、

ダイバーシティーの考え方を周知し、外国人観光客や障がい者の受入れ体制を整備す

る大きなきっかけ作りとして位置付けた。 
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実施目的 

・ ＤＲＵＭ ＴＡＯという媒体を通じた地域の歴史的・文化的資源のブラッシュ

アップ、及び、情報発信 

・ 多国籍・多文化との接点創出によるオリンピック・パラリンピック開催に向けた

機運醸成 

・ インバウンド振興及び体制作り 

・ ダイバーシティーの周知及び障がい者の受け入れ体制作り 

 

実施スケジュール 

 

日 付 内 容 

10月 20 日 

舞台設営 

機材・道具等搬入 

打合せ 

10月 21 日 

舞台設営 

リハーサル 

仮設トイレ・イス・ライト等搬入 

10月 22 日 

公演 

海外モニターツアー［1日目］ 

ＡＰＵ学生バスツアー 

10月 23 日 

舞台撤去 

機材・道具等搬出 

海外モニターツアー［2日目］ 

10月 24 日 海外モニターツアー［3日目］ 

～11 月 23日 映像編集完了 

11月 24～30 日 映像配信 

12月 1～31日 効果検証 

1 月 1日～31 日 実績報告書作成 

 

取組み内容 

 

○ DRUM TAO in 岡城跡 プレミアムライブ 

竹田市が誇る国指定史跡「岡城跡」にステージを設営し、「DRUM TAO」によるプレミ

アムライブを実施。 

岡城の構造や歴史的な背景を踏まえた会場づくり、演出、また安全性の面から、入

場者は 1,000人限定とし、一般公募の中から抽選とした。 

 会場は、太鼓櫓にウェルカムステージ（16:30～／16:50～／17:10～）、本丸にメ

インステージ（17:30～20:00）が設置され、観客は 3班に分けられ、随時、太鼓櫓を

経て、本丸ステージに案内された。 

メインステージに観客が揃う時間を日没時刻（17 時 33 分）に定め、日が沈んだタ

イミングで、篠笛による「荒城の月」の演奏がスタート。雨のため一部内容変更があっ

たものの、最後まで一通りプログラムが遂行された。 
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［太鼓櫓ステージ］                 ［本丸ステージ］ 

 

○ 訪日外国人、及び、ランドオペレーター向けモニターツアー実証実験 

 シンガポール（10 名、内イギリス 2 名）、台湾（8 名）の訪日外国人、及び、各エ

リアのランドオペレーター（各 1 名）をターゲットに、モニターツアーを実施。シン

ガポール、台湾からの参加者募集に際しては、DRUM TAO ファンクラブメールやＪＮＴ

Ｏ、九州観光推進機構等の facebookページを通じた情報発信に取り組んだ。また、ター

ゲットに合わせ、英語と台北語による多言語対応とした。 

 基本的には先着順での受付となったが、当日福岡空港まで間違いなく来てもらうこ

とが条件であったことから、証拠書類（チケットの画像データ等）の提示が確認され

た方、また、あくまでモニターツアーであるため、アンケートへの回答能力を有する

方（小学生以上）に絞って当選とした。 

 ツアーには英語、及び、台北語の通訳が可能なガイドが同行し、「DRUM TAO in 岡

城跡 プレミアムライブ」を含む、城下町や久住高原、長湯の炭酸泉等を組み込んだ 2

泊 3日のプログラムを体験してもらい、それぞれアンケートを収集した。 

 

 

  

［城下町散策］ ［城下町散策］ 

  

［岡城ライブ］ ［岡城ライブ］ 
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［久住ワイナリー］ ［ＴＡＯの里］ 

  

［くじゅう花公園］ ［長湯温泉・ラムネ温泉館］ 

 

○ 海外向けプロモーション実証実験 

 DRUM TAOファンクラブのメール配信や、ＪＮＴＯ、九州観光推進機構等の機関で運

営されるＳＮＳ（facebook）を通じ、多言語（英語、台北語）の情報発信に取り組ん

だ。また、「DRUM TAO in 岡城跡 プレミアムライブ」の映像を動画サイトで公開し、

会場に来ることのできなかった人向けにも情報発信を行った。 

 

○ ユニバーサルデザインへの挑戦 

 岡城跡のユニバーサルデザイン化に取り組み、高齢者や身障者にも参加が可能な会

場づくりに取り組んだ。 

1) 身障者用駐車場の設置、及び、シャトルバスの運行 

岡城駐車場の台数が限られることから、身障者専用

とし、事前申し込みで受け付けた。その他の来場者

には、臨時駐車場を開設し、シャトルバスの運行に

より対応した。 

 

2) 岡城駐車場から場内までの登城バスによる送迎 

城内まではかなり急な階段を上る必要があるため、

徒歩が困難な方を対象に登城バスによる送迎を行っ

た。保健師が介添え役を務めた。 

 
 

 
 

  

－104－



 

 

3) 高齢者及び身障者等の通行路確保 

城内に入ってからも本丸にかけて、段差が点在して

おり、なるべく負担の少ない経路を確保（岡城跡二

の丸便益施設）し、高齢者や体の不自由な人の通行

路とした。車いすの方にも対応できるようスタッフ

を配置した。 

  

4) 城内安全面の確保及び人的補助 

城内は、文化財保護の観点から、当時の遺構がその

まま残されており、危険な個所も点在する。そういっ

た場所には、スタッフを配備し、声掛けや通行介助

を行った。また、夜間の公演となったことから、要

所をライトアップし、雨天時の対応として雨合羽や

シートの配布、滑り止めマットの配置を行った。  

5) 身障者用仮設トイレの設置 

城内には文化財保護の観点から、トイレ設備が整っ

ておらず、また身障者対応の面でも不十分であった

ことから、仮設トイレを設置。 

 

6) 通訳ガイドの配備 

モニターツアーやＡＰＵ学生向けに、英語・台北語の通訳ガイドを配備。 

 

○ 立命館アジア太平洋大学（APU）学生バスモニターツアー 

 協定大学である立命館アジア太平洋大学（ＡＰＵ）の学生をバスモニターツ

アーに招待し、城下町散策、及び、「DRUM TAO in 岡城跡 プレミアムライブ」を

体験してもらう。多文化・多国籍の観点から、アンケートを収集した。 

 

 

効果と課題 

効果 

◆ 文化財の新しい魅力の創出・情報発信力強化 

国指定史跡「岡城跡」をＤＲＵＭ ＴＡＯのステージとして演出することにより、

これまで歴史的・文化的な側面からしか伝えきれていなかったその魅力を“新しいエ

ンターテイメントが生み出される場”として国内外に発信することが出来た。 

現在、岡城跡の年間入場者数は 6 万人程度（1 日当たり約 170 人）だが、一般公募

の際には、定員 1,000 人に対し、6 倍の申し込みが全国から寄せられた（千葉県～鹿

児島県まで）。また、抽選に外れてしまった人にとっては岡城や竹田市について知る

きっかけとなり、さらに、ＤＲＵＭ ＴＡＯのファンが“聖地”として岡城跡に訪れ

る等、新たな層の集客が実現された。 

尚、ライブ当日前後にかけて、メディアにも度々取り上げられ、紙面 11回（大分合

同新聞 5 回、西日本新聞 5 回、大分朝日新聞 1 回）、テレビ 4 回（テレビ大分 2 回、
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ＮＨＫ大分 2回）の出演により、大分県内～九州地方を中心に事業の大きな情報発信

が行われた。メディア発信については、もう少し時間があれば首都圏や全国規模での

提案が可能になったのではないかと考える。また、ライブ配信等の技術を用いて、よ

り多くの方に観てもらい、生の声を収集することも実現できたのではないかと考える。 

 

◆ 地域資源（文化財）の魅力増進におけるアートの有用性 

国指定史跡「岡城跡」は、文化財保護の観点から、遺構に直接手を加える改修や遺

物に影響を与えるような構造物の設置といったハード面での整備が困難である。本事

業では、アートの持つ“柔軟性”や“融合性”が遺憾なく発揮され、岡城跡について

も、その歴史的建造物としての価値を損なうことなく魅力的なコンテンツとして甦ら

せることが出来た。 

・ 構造面を克服する有用性 

その広大さで日本有数の城として知られる岡城であるが、難攻不落の城としても知

られており、特に、「西中仕切」等の場所は、侵入者を防ぐため極端に狭くなってお

り、一度に多数の入場者を迎えるには不適切な箇所である。 

メイン会場である「本丸」までは、「西中仕切」を通過して「太鼓櫓」～「二の丸」

～「本丸」の順路となるが、一度に 1,000人の入場者を案内することは安全面上難し

く、ＤＲＵＭ ＴＡＯとの協議により、入場者を 3班に分け、それぞれ「太鼓櫓」で

ウェルカムステージを行い、その間に順次「本丸」まで案内するという形をとった。

その為に、「太鼓櫓」のステージ自体も入場者の通過が可能な仕様とした。 

 

  

歌舞伎役によるガイダンス 太鼓櫓ステージを通過する入場者 

 

・ 文化財的価値の魅力増進における有用性 

ウェルカムステージを行った「太鼓櫓」は、まさに当時、太鼓が鳴らされ、時刻や

様々な号令を知らせる場所であった。「太鼓櫓」～「二の丸」～「本丸」にかけて、

石垣のライトアップによる演出も施された。遺構に纏わる歴史的背景と石垣の魅力を

同時に伝えられる場となった。 

本丸ステージでは、「荒城の月」の篠笛による演奏からパフォーマンスが開始された。

「荒城の月」は少年期に岡城に遊んだ竹田の先人・瀧廉太郎によって、岡城をモチー

フに作曲されたことで知られる。また、笛については、岡藩第三代藩主・中川久清候

が、招聘した政治経済学者・熊沢蕃山先生に、家宝である名笛「木枯」を贈ったエピ

ソードが残されている。 

以上のような岡城にまつわるストーリーや関連するエピソードについても、演出と

上手く絡め、一層魅力的に発信できる機会となった。 
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篠笛による「荒城の月」の演奏 ライトアップされた石垣 

 

◆ ユニバーサルデザインへの挑戦 

全体としては、会場におけるおもてなしについて高い評価を得ており、ダイバーシ

ティーの観点からも、一定の対応は計られたと考えている。 

身障者用駐車場は 2 台の利用が、登城バスは登り 41 名、下り 23 名の利用者があっ

た。城内における歩行についても、各所でのスタッフの対応により、スムーズな通行

が実現された。身障者用仮設トイレは、足の悪い高齢者等にも使っていただくことが

でき、利便性・必要性の高さを感じた。 

 

◆ ターゲットに直結する効果的なプロモーション 

本事業では、ＤＲＵＭ ＴＡＯというすでにグローバルな情報発信力を有する媒体

を通じ、竹田市のコンテンツを知ってもらうというコンセプトのもと、海外向けのプ

ロモーションに取り組んだ。特に、ＪＮＴＯ海外事務所の公式 facebook ページを活

用した現地語対応の情報発信は、後述グラフにも表されている通り、ターゲット層に

ピンポイントで情報を届ける上で大変有効であった。 

 

・ モニターツアー参加者募集における告知について 

モニターツアーは、10 月 22 日～24 日の間、2 泊 3 日のスケジュールで行われた。

福岡空港での集合・解散という行程であり、そこまでは自力で来てもらう必要があっ

た。開催日の 10 日前からの募集にもかかわらず、20 名の定員に対し、3 倍の申し込

みがあった。シンガポール向けに英語での告知を行ったところ、アメリカ本土やハワ

イからの問合せもあり、実際にイギリスから夫婦での参加もあった。ホームページ等

の受動的なものでなく、ＳＮＳ等の能動的、且つ、双方向な媒体を活用したことによ

る情報拡散力の高さが証明された。 

 

・ 動画配信 

「DRUM TAO in 岡城跡 プレミアムライブ」の様子を記録した映像を動画サイト

（Youtube：https://www.youtube.com/watch?v=NKM551yBJPI&feature=youtu.be）上

で配信。 

 ＤＲＵＭ ＴＡＯ公式サイトや facebookページ上で告知を行ったところ、わずか

2 ヵ月の間に 13,000 件のページビュー数、及び、1,500「いいね！」のリアクション

があった。 

竹田市の運営する「岡城跡」の特設サイトのページビュー数は、年間を通じ 3,000

件程であることから、圧倒的な情報発信の機会となった。また、英語対応も行ってい

たところ、アメリカやドイツをはじめ、世界各国からのアクセスも記録されている。 
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◆ モニターツアーの結果から読み取れるもの 

全体的に高い評価をいただいている印象であり、市内の既存観光コンテンツの今後

の運用についても将来性が感じられた。目覚ましい成果としては、本モニターツアー

に参加したランドオペレーターによって、早速来年度に向けたインバウンドツアーの

具体的な提案があったことである。ランドオペレーターはモニターツアーの全行程に

随行しており、参加者の生の反応を目の当たりにしたことで、竹田市におけるインバ

ウンドへの手応えを感じたものと考える。 

 

・ 情報発信の媒体としてのＤＲＵＭ ＴＡＯの活用について 

今回のモニターツアー参加者（全 18 名）の内、13 名がＤＲＵＭ ＴＡＯを事前に

知っており、5 名が存在を知らなかった。竹田市について知っていたのは全体のわず

か 3名で、いずれも台湾の方であった。 

「ツアーをどこで知ったか？」という質問については、ＪＮＴＯ公式 facebookペー

ジに続いて、ＤＲＵＭ ＴＡＯのファンクラブメールとなっており、ターゲットへの

効果的な訴求が実証された。また、ＳＮＳの有用性についても証明された。 

「ツアーのどこに魅力を感じて参加を決めたか？」という質問に対しては、“ＤＲＵ

Ｍ ＴＡＯのパフォーマンス”が圧倒的な動機づけとなっているが分かった。特に、

すでにＤＲＵＭ ＴＡＯを知っている参加者にとっては、本拠地を鑑賞できることや、

特別な場所での舞台といったことがさらなる誘引力となっている。他にも、「日本、

地域ならではの文化」、「そこで生み出されるパフォーマンス」といった点が理由と

なっており、地域性、独自性というものに対する関心の高さがうかがえる。逆に、Ｄ

ＲＵＭ ＴＡＯを知らなかった方の理由としては、「無料だから」、「観光に対する魅

力」といった点が主であった。 

 

・ 歴史的文化財とのコラボによる演出とおもてなしについて 

当日の悪天候にもかかわらず、全体として非常に満足度が高かった。ＤＲＵＭ Ｔ

ＡＯを初めて見た人にとっては、やはり、パフォーマンス自体への注目度が高い印象

であったが、多くの参加者が「岡城跡」という特別な舞台であったことに感動したと

語っている。また、歴史的建造物と日本の伝統的な楽器による演奏もポイントとなっ

ている。 

さらに、雨の中のスタッフの対応について、非常に多くの称賛の声が上がっている。

挨拶や声掛け、丁寧さ、礼儀正しさと、日本ならではのおもてなしが評価されている。 

 

・ 市内観光プログラムについて 

想定していたよりも良い感触であった。特に、くじゅう花公園や長湯温泉の炭酸泉、

食については評価が高く、“分かり易さ”や“五感で体感できること”がポイントで

あると考えられる。ただし、地域文化や歴史的背景といった知的好奇心も決して低く

はなく、むしろ、より丁寧なガイダンスを求める声もあった。 

宿泊ホテルは、各部屋にシャワーの設置されていない温泉宿の形態であったが、2

名を除いて（内 1名は体調による）ほとんど全員が温泉を堪能しており、文化・習俗

的なギャップを感じさせない、十分な今後の対応可能性を感じた。 

 

課題 

 歴史的・文化的資源のハード面における整備 

本事業では、アートの持つ“柔軟性”や“融合性”によって、既存の歴史的・文化
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的資源に直接的な手を加えることなく、魅力増進を図ることはできた。しかし、ダイ

バーシティの観点からすると、その恩恵を享受できる対象者はまだまだ制限されてお

り、その点を如何に克服するかが今後の課題である。 

・ 車いすや歩行困難者の通行について 

「DRUM TAO in 岡城跡 プレミアムライブ」には、車いすの方も対象に募集を行った。

登城バス～「二の丸」までは、緩やかな通路を確保し、車いすの方 1名に対し 4名の

スタッフを配備することで、通行を可能にした。「二の丸」～「本丸」までは、およ

そ 30 段もの階段が存在しており、当初、仮設のリフトを設置することで、車いすに

乗ったままの乗降を実現しようと考えていたが、労働安全衛生法上、不可能であるこ

とが判明した。よって、「岡城跡二の丸便益施設」を利用し、消防署員 4 名 1 グルー

プで担いで登るという対応とした。実際には車いすの参加者はいなかったものの、

2020年オリンピック・パラリンピックを想定すると、対応は不可欠である。 

文化財保護の観点からもクリアしなければならない課題がある。文化財保護法上、

管理や修理以外で、「岡城跡」のような指定史跡に手を加えることは不可能である。

よって、あくまで史跡や埋蔵物への影響がない範囲の仮設のものしか設置はできない。

よって、「二の丸」～「本丸」間のような高低差をクリアするためには、短期間限定

の仮設スロープのようなものでしか対応が出来ないということになる。そうなると、

「岡城跡」のような構造物においては、景観の阻害や、その最大の魅力である石垣が

見えなくなってしまうといった恐れがある。また、安全面上ゆるやかなスロープにし

ようとすると、ただでさえ平面積の確保が難しい城内の構造上、実現可能性がさらに

低くなってくる。 

 

・ 人員配備と経験値について 

 今回は、歴史的建造物である「岡城跡」のユニバーサルデザイン化について、ハー

ド面からの整備が行き届かない分、人員配備により克服するということになった。

「DRUM TAO in 岡城跡 プレミアムライブ」当日は、100人規模の市職員が動くことに

なったが、これは一日限定であればこそ実現できたものであり、一定期間拘束される

という状況は不可能である。 

事前研修等により、本番当日に向けた準備はしっかりと行っていたが、当日は雨天

決行ということもあり、持ち場レベルでの判断が求められた。市職員の対応に参加者

からは満足の声が多数寄せられたが、これはこれまでの様々なイベント動員の経験値

によって培われたものであり、2020年オリンピック・パラリンピックに向けては、市

全体として“おもてなし”の対応力を強化していかなければならない。 

 

・言語対応について 

モニターツアーのアンケートからも判明したが、外国語対応にはまだまだ不十分な

面がある。「岡城跡」だけでなく、市内の他の文化財や観光スポットのガイダンスや

パンフレット等についても外国語対応は行き届いていない。また、会話によるコミュ

ニケーションについても対応可能な人材が限られている。 

 

・民との協働、各観光施設の対応 

こちらもモニターツアーのアンケートからうかがえるが、観光スポットや宿泊施設

においても、多言語対応が求められる。また、食事のバリエーション（マクロビ料理

等）や Wi-Fi等の通信設備の充実についてもグローバルスタンダードとして整備の必

要性が明らかになった。 
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将来計画 

 

本事業の実施により、①現代的なコンテンツを通じた地域資源の魅力増進、②グローバル

な認知を得ている媒体を通じた情報発信、③既存観光コンテンツの運用可能性について大

きな手応えを感じた。 

竹田市は、2020年オリンピック・パラリンピックを見据え、ＤＲＵＭ ＴＡＯを柱とした

地域の文化プログラム創出（「ＴＡＯ芸術村＆学院構想」）に取り組んでいる。この拠点と

なる施設の開設により、文化プログラムの継続的な運営が可能となり、地域の観光振興・

インバウンド振興に向けて大きな波及効果が期待されている。その中で、官民共同でイン

バウンド向けの対応力を強化し、2020 年オリンピック・パラリンピックの受け皿づくりを

推進したいと考えている。 

継続的な運営という点において、今回は本施行調査の一環として実施可能であったが、今

後は収益モデルの構築が必要不可欠となる。特に、ユニバーサルデザインを推進する上で、

投資に対する利益回収は困難なことが想定され、まして「岡城跡」のような歴史的文化財

での実施となると一層ハードルは高くなってくる。その点においても、アートの“柔軟性”

や“融合性”は、課題解決のための有力な手段の一つになると考える。 

本事業においても、「DRUM TAO in 岡城跡 プレミアムライブ」において、「二の丸」～「本

丸」にかけて、歩行が困難な方を如何にご案内するか検討した際、ＤＲＵＭ ＴＡＯのメ

ンバーからのアイデアで、“ＴＡＯのパフォーマーが担いで上がる”という意見が出された。

実現はしなかったものの、お客さんにとっては本当に感動的な心に残る思い出になったの

ではないかと考えさせられた。つまり、真の“おもてなし”を考える上では、社会通念や

法令順守が目的なのではなく、“どうすれば満足してもらうか”という視点から考えていく

ことが大切であり、それによって制限の中から考えるのではなく、柔軟な発想が生み出さ

れやすくなると考える。 

今回は、「岡城跡」とＤＲＵＭ ＴＡＯとのコラボであったが、その他の歴史的・文化的

資源や、市内で活動するクリエイターの発想を上手くコーディネートし、地域全体の裾野

を広げていきたいと考えている。竹田市にはたまたまＤＲＵＭ ＴＡＯというコンテンツ

が存在し、グローバルな認知度を有する媒体を介した様々な地域資源の情報発信が可能と

なったが、他の自治体においても、そういったコンテンツが存在する可能性は十分ある。

もしなかったとしても、地域外から招聘し、地域資源とコラボさせることで、独自のコン

テンツとして発信させていくことも可能であり、その上ではやはりアートによるアプロー

チは大変有効であると考える。 

 

以上 
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KIMONO を活用した異文化理解相互促進プロジェクト 

一般社団法人イマジンワンワールド 

 

実施団体 一般社団法人イマジンワンワールド 

実施時期 2016年 10月～2017年 2月 

場 所 群馬県、千葉県 

概 要 世界各国をイメージした KIMONO 服地図案をデザインする異文化交流

事業。群馬県・千葉県などホストタウン３自治体を取り上げ、各自治

体の被ホスト国（ポーランド、デンマーク、ほか 1か国予定）をイメー

ジした KIMONOを製作し、海外との相互理解の促進およびわが国地域・

文化を多言語で発信する。 

効果検証方法 ・日本文化の情報発信と日本伝統文化、異国文化、国際社会への国内外

の理解拡大効果 

・参加者、関係者へのアンケートにより日本文化理解推進度、事業効果を

検証 

・参加者の SNS 投稿などの追跡調査により、事業自体の発信力と投稿への

反響内容を調査 

・日本国内外のメデイア露出量検証（非来場者への情報伝達を調査） 

 

試行プロジェクトの概要 

実施目的 

KIMONO を通し、世界各国を「知る→理解する」という流れを経て「交流する」ことで、世界を体感

し、2020 年に世界各国から多くの人が来日することを身近に感じ、オリンピック・パラリンピックの機

運を醸成する。 

同時に、日本の民族衣装である、着物の素晴らしさ、可能性を知り触れることで、日本の伝統文

化を再認識し、それぞれが世界へ日本を発信するための機会を作る。 

２０２０年までに「KIMONO を通じた国際交流、相互理解の仕組み」を確立し、次世代へレガシー

として残すことで、２０２０年以降も継続的に、KIMONO を活用し世界へ日本を発信、世界と交流す

るためのプロトタイプになることを目指す。 

 

スケジュールおよび取組み内容 

上記目的を実現するため、国際交流、教育、エキシビジョン３つの事業を全国の各地域、他団体

と連携し、全国で展開する。 

 

（１）「国際交流事業」 

○KIMONO for デンマーク 船橋市民団体合同制作プロジェクト 

デンマークの KIMONO のデザインを通し、デンマーク人と船橋市民の交流を図る目的で実施し
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た。2016 年 11 月から 2017 年 2 月にかけて、10 回にわたり、デンマークを知るためのワークショッ

プや身近な道具を使った絞り染め体験、デンマークのきもののモチーフづくり、デザイン案の作成

に取り組んだ。 

     

○KIMONO for スウェーデ 

ン 福岡市民団体合同制作

プロジェクト 

2016年 12月から 2017年 2

月にかけて、スウェーデンの

きものを制作するためのワー

クショップを福岡 3 市で開催

した。KIMONO をデザインすることの意味やデザイン案を参加者皆で考え、2 月にはスウェーデン

KIMONO の披露に至った。 

 

（２）「教育関連事業」 

KIMONO for ネパール デザイン案 大阪府立福井高校美術部合同制作授業 

後援：在日ネパール連邦民主共和国大使館 福井高等学校同窓会 

ネパールのKIMONOのデザイン制作を通し、日本伝統文化の理解促進とネパール文化理解促進

を図った。 

 

10 月 29 日「第 20 回全国きものデザインコンクール」見学 参加人数 11 人 

場所 京都市美術館 １階北側 （京都市左京区岡崎公園内） 

レポート用紙を片手に、全国きものデザインコンクールを見学。小学生から一般・海外までの応募

作品が一堂に並ぶ。プロの人が売買目的でデザインしているものと違って、「描きたいものを描きた

いように描いている」ことに刺激を受けた。 

 

11 月 14 日「KIMONO デザイン案の作成」参加人数 11 人 

事前にネパールについて学習をしてきた内容から、KIMONO の柄になりそうなものを実際に紙に

デザインしてみる。ネパールの国花や国鳥、伝統的なデザインを生徒が思うようにデザイン色彩を

行った。 

 

11 月 21 日「友禅体験」 参加人数 13 人 

前回制作したデザインを絹の布に染めた。参加者が日本の伝統技術と職人の技術力の高さを体

験する機会となった。 
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1 月 21 日 「KIMONO for ネパール デザイン案の展示茨城市国際交流の集い」見学 64 人 

 

 

 

 

 

 

 

KIMONO for オーストラリアデザイン案 高槻市立芥川小学校第 4 学年合同制作授業  

11 月 16 日「友禅体験」 

場所：高槻市立芥川小学校 

該当授業： 1 時限目 4 年 2 組、2 時限目 1 組、3 時限目 3 組、4 時限目 4 組 

4 年生児童 120 人（欠席 3 人）、4 年生担任教諭、教頭先生、ネイティヴ英語教諭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 月 13 日「日本の伝統技術・工芸を学ぶ、友禅染・京友禅」 

場所：高槻市立芥川小学校 

該当授業： 1 時限目 4 年 4 組、2 時限目 1 組、3 時限目 3 組、4 時限目 2 組 

4 年生児童 123 人、4 年生担任の先生 

宿題としてでていたプリントの答え合わせを行う形式で、児童らが「京友禅・京小紋」のパンフレッ

トを活かし、友禅染・京友禅の伝統技術・工芸を学んだ。 
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児童が作成した KIMONO デザインモチーフ 

 

 

 

 

 

 

（３）「エキシビジョン事業」 

スポーツ・文化・ワールド・フォーラムにて KIMONO を活用したおもてなしを実施 

2016年 10月 20日に東京都内で行われたスポーツ・文化・ワールドフォーラム（主催：文部科学省）

にて 15 カ国の KIMONO による KIMONO を活用したおもてなしを実施した。 

同会参加者が集う、式レセプションにて、KIMONO ショー、

フォトセッションを行ったほか、安倍内閣総理大臣、小池都

知事、森東京五輪組織委員会会長、丸川五輪担当大臣、

IOC バッハ会長、IPC グレイブン会長ら参加の公式レセプ

ションにて KIMONO ショーを行った。 

 

IMAGINE ONEWORLD in きものサローネ 2016（後援：外務省 経済産業省） 

53 カ国の KIMONO と和太鼓、三味線、ギターによる KIMONO ショーを 2016 年 10 月 30 日に東

京都内で行った。二度のステージの観覧者は 667 名で、当日出席の大使館数は 24 カ国（大使出

席:11 カ国）、10 のメディアが取材に訪れた。 

 

効果と課題 

効果 

（１）総括 

各事業ともに、多数のメディアに掲載されたことで、大多数の人々へ2020年に向け文化を通じてオ

リパラ大会への関心が高まり機運が醸成されたと考えられる。また、国際交流事業、学校との合同

KIMONO デザイン合同制作事業は、出来上がったデザインにより、制作された KIMONO を 2020
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年に向け、どのように活用していくかが議論になるなど、長期的な活用が期待できる。さらに、各事

業への参加者それぞれが自ら、本事業を発信し続けることで、上記効果が高まると予想される。 

 

（２）SNS、ブログなどの Web 媒体を活用した定量、定性分析 

 KIMONO PROJECT Facebook ページへの「いいね！」数を見ると、事業実施前、期間中で約 2

倍に増加（事業実施前 4 ヶ月間の合計 332 から実施後 4 ヶ月間は 677 に）した。 

国際交流事業（デンマーク、スウェーデン）を紹介した Facebook ページへのリーチは合計 11,919

件、いいね！は 3,422 件となった。教育関連事業（ネパール、オーストラリア）では、動画再生回数

が 1,900 回を超えるなどの成果があった。 

エキシビジョン事業をみると、スポーツ・文化・ワールド・フォーラムと IMAGINE ONEWORLD in 

きものサローネ 2016 に関連した（事業実施主体による Facebook 投稿への）反響は、合計でリーチ

数 21,400、いいね数 7,109、動画再生 22,300 となった。 

Web 上における発信力はエキシビジョン事業、国際交流事業、教育関連事業の順に高いものと

なった。要因としては、地域、個別事業体と関係者が限定される、国際交流事業、教育関連事業に

比べ、エキシビジョン事業は広範囲に興味関心を抱く事業となっているためと考えられる。また、エ

キシビジョン事業に関しては、事業実施前に出演した類似イベントのいずれよりもリーチ数が多い

結果となり、特にエキシビジョン事業の発信力が高いことが判明した。 

 

事業アンケート定量分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者に対して、プロジェクト参加によって当該国への理解が深まったかを尋ねた（左図）結果、

「理解が深まった」「理解が非常に深まった」との回答が合計 77％となった。また、着物について理

解が深まったとの回答が合計 80％（右図）となり、本事業が相手国や着物への理解促進につなが
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ることがわかった。 

 

（３）定性分析 

各事業に関連した Facebook での投稿、ブログ記事、アンケートを分析した結果、各事業ともに、参

加者からは、「参加できてよかった」「また、参加したい」「素晴らしいイベント」「その国を知ることが

できた」「勉強になった」「これからも続けてほしい」という反応があり、参加者以外の反応も、「美しい」

「素敵」などポジティブな反応となっていた。また、国際交流事業については、参加者から「オリン

ピック」という単語が含まれた反応があった。しかしながら、エキシビジョン事業、教育関連事業につ

いては、「オリンピック」「パラリンピック」という単語が含まれた反応が極端に少なかった。 

 

①国際交流事業 目的・実施手段 

姉妹都市提携、ホストタウン、歴史的に繋がりのある国と地域（船橋市とデンマーク、福岡市とス

ウェーデン）でKIMONOを活用した異文化相互理解交流事業を展開することで、2020年に交流相

手国民、東京五輪選手団の受け入れ体制推進につなげる。 

  

KIMONO for デンマーク 船橋市民団体合同制作プロジェクト 

事業に参加した両国民は、事業終了後も交流を深めており、KIMONO を通した新たな国際交流の

形を確立することができた。2017 年に外交関係樹立 150 周年を迎えるので、事業を実施したアン

デルセン公園担当者や日本・デンマーク外交樹立 150周年親善大使と面会するなど、本事業で完

成したデザイン案にて制作される KIMONOを 150 周年事業に活用する方法、その後の２０２０年向

けた船橋市と交流事業への活用を模索している。 

 

以下、事業アンケート一部抜粋 

「知っているようで知らなかったデンマークについて、またそれに伴って日本の事も深く考えるように

なった。皆で考えまとめた KIMONO デザインは只々感無量！オリンピック・パラリンピックで見ること

になったら泣かずにはいられないと思う。これを機に、お互いを知り、理解することが世界平和への

一歩になる・・・と、周りに自信を持って伝えていける。スポーツだけでなく、KIMONO を通して相互

理解できることが証明されるでしょう」 

  

KIMONO for スウェーデン 福岡市民団体合同制作プロジェクト 

本事業がきっかけとなり、プロジェクト代表らが在福岡スウェーデン名誉領事館開館式に参加。駐

日スウェーデン大使閣下にも面会し、プロジェクトの趣旨を説明した。 

※メディア掲載 

2017 年 1 月 5 日  朝日新聞 「和」の服でおもてなし 

2017 年 2 月 22 日 テレビ西日本「ももち浜ストア夕方版・みんなのニュース」にて 
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②教育関連事業(KIMONO を合同制作事業)目的・実施手段 

KIMONO のデザイン、友禅体験や、着装体験をすることで、着物自体への理解を深め、着物が身

近に感じられるようになり、和装産業の育成や後継者育成のきっかけとなり、自国文化を理解する

ことで、世界へ自国文化を発信するための土壌育成に繋げる。 

 

KIMONO for ネパール デザイン案 大阪府立福井高校美術部合同制作授業 

ネパールの KIMONO のデザインをするため、ネパールについて学習をすることで、「お葬式の真

横でお祭りもするの？！」といった発言が出るなど、自国と違う文化の存在を身近に感じることがで

きた。友禅体験では、「こんなん終わらへん」という感想が出て、日本の技術の高さ、難しさを身を

もって体験していただけた。※在日ネパール大使館から事業の後援を取得（12 月 6 日） 

メディア掲載 

2016 年 11 月 27 日 茨城ジャーナル「ネパール題材 友禅染の着物」 

2016 年 12 月 13 日 朝日新聞「ネパール題材 友禅染の着物」 

  

KIMONO for オーストラリアデザイン案 高槻市立芥川小学校第 4 学年合同制作授業 

オーストラリアについて勉強する中で、「調べるうちにオーストラリアが好きになった。色んな人に見

て喜んでもらいたい」という感想が生まれるなど、相手の国を知るだけでなく、自らオーストラリアに

ついて発信し、理解をしてもらうという意識が芽生える。完成した KIMONO を姉妹都市であるトゥー

ンバとの交流事業への活用を模索している。 

メディア掲載 

2016 年 11 月 16 日 高槻市「街フォト」日本の伝統の染織技術を学ぶ 児童が型友禅を体験 

2016 年 11 月 19 日 朝日新聞「東京五輪に向け各地で制作」 

 

③エキシビジョン事業 目的・実施手段 

各国の大臣、在日大使館、領事館へ２０２０年東京オリンピック・パラリンピックでのKIMONOを活用

した「おもてなし」をアピールすることで、国外での機運醸成につなげる。 

  

スポーツ・文化・ワールド・フォーラム 

IOC バッハ会長、IPC 会長クレイバン会長、各国大臣を始めとした国外からの要人、大使館関係者

の参加する公式レセプションにて KIMONO ショーを実施した。 

IOC・IPC 会長らと記念撮影、IOC バッハ会長より以下のようなコメントを頂く。 

「それぞれの国を着物で描くとは素晴らしいアイデアだね」 

「２０２０年に再会できることを楽しみにしているよ」 

「ところで、ドイツの KIMONO はどれだい？よく見せてくれないか？」 

  

IMAGINE ONEWORLD きものサローネ 
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国内メディアに多数取り上げられ、プロジェクト参加者、関係者の SNS だけでも約 2 万人以上に本

事業の様子が紹介された。在日各国大使館より大使、大使夫人を始めとした関係者が出席した

（24 カ国、うち大使出席:11 カ国）。 

本事業がきっかけとなり、各国大使夫人が集まる婦人会や各国大使館独立祝賀パーティーなど

での KIMONO を活用したおもてなしの活動につながる。当日不参加の各国大使館へも紹介により

波及し、「オリンピックまでにKIMONOができるのが楽しみ」といった声を多数もらい、国内だけでな

く、国外へのアピールにつながった。 

 

メディア掲載 

2016 年 10 月 30 日-31 日 共同通信「53 カ国イメージの着物披露 東京五輪へ日本文化発信」 

紙面：京都新聞 秋田魁新聞 北日本新聞 北國新聞 信濃毎日新聞 岐阜新聞 

Web：産経新聞 日本経済新聞 東京新聞 中日新聞 山陰中央新報 静岡新聞 

2016 年 10 月 30 日フジテレビ「みんなのニュース」 

2016 年 12 月 30 日 NHK の教育テレビ「2020TOKYO みんなの応援計画」 

2017 年 1 月 1 日 

高知新聞「着物で紡ぐ五輪の絆」 

静岡新聞「着物にお国柄政界をおもてなし-東京五輪へ技術結集-」 

京都新聞「平和への願い着物に込めて-五輪参加国個性を織り込む-」 

ハワイ報知新聞「世界の着物でおもてなし-五輪参加国をイメージ-」 

2017 年 2 月 17 日佐賀新聞「各国の着物でおもてなし-2020 東京五輪-」 

2017 年 2 月 22 日 NHK 首都圏「おはよう日本」 

 

課題 

 

①事業に関連した Facebook の投稿を中心に分析した結果、「オリンピック・パラリンピック」という単

語が極端に少なかった。特に、参加者の投稿に反応したコメントからは同単語を発見することはで

きなかった。事業を行っている中で同単語を直接的に表現できなかった、また、ロゴマークなどを

使うことができなかったことが原因ではないかと考えられる。 

今後、試行プロジェクトの実施内容、取り組みの効果を高めるには、「2020 年東京オリンピック・パ

ラリンピック」に関する表現、表記の幅を広げること、またロゴマークの使用がある程度可能になるな

ど、直接的に「オリンピック・パラリンピック」という表記がどの程度使えるようになるかが課題になると

考えられる。文化を通じて関心を高め、機運を醸成するにあたり、文化から東京五輪を連想するの

は、ハードルが高いものであると実感した。 

 

②取り組みの普及がより進む上で、ホストタウンなどの各自治体や在日大使館、領事館などとの連

携が課題になると考える。この事業では、相手国籍の在日外国人を探すのに非常に苦労した。ま
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た、教育関連事業では、日本人が同国の勉強をした結果にとどまり、相手国民からの「生」の情報

が不足していた。その点を改善するために同国の大使館や領事館へのアプローチを試みたが、最

終的に正式にアプローチできたのは 2 カ国にとどまった。各自治体は既にコンタクトを同国大使館

や領事館に取っていることが予想されるので、各自治体のサポートのもと外国政府機関にアプロー

チすることができれば、この点は改善が予想される。大使館等と連携を図ることができれば、事業

内容がさらに充実し、国内外を問わずより広範囲に発信することが可能になると想定される。 

また、本事業とは直接関係しないが、某国大使館とは、密に連携を取ることで、当該国の現地メ

ディアからの取材や、同国関係行事で連携を図るなど、広範囲に発信することに成功している。 

 

③国際交流事業、教育関連事業にて実施したきものに関する文化体験を全国で行おうとした場

合、全国に着付け師がいるため、きものの着装体験は比較的容易に実施が可能であると考えられ

るが、友禅体験については困難になる恐れがある。理由としては、友禅師が所在している地域が非

常に限定的であり、また、その他の「染色」の技術をもつ地域も限られているためである。きものを

「作る」という部分での体験をいかに実施していくかが今後の課題となる。 

 

④今後、事業拡大にあたり、資金的、人的な資源の確保が問題となることが予想される。今回の

事業では、多くの部分をボランティアの方の協力により実行した。今後、全国に事業を展開すること

を想定した場合、ボランティアの確保と、実施する会場の確保などが現状維持のままだと困難にな

ると予想される。事業を行うにあたり、KIMONO プロジェクト本体の人員の拡充を行わなければ、事

業拡大は難しくなると想定される。また、今回は資金的な問題、ノウハウ不足から、海外メディアへ

のアプローチができなかった。SNS などの自社メディアや当該国籍の参加者から海外へ情報発信

されたことは確認できたが、より広範囲への発信については、海外メディアへのアプローチが重要

であると考える。 

 

将来計画 

①「2020年東京オリンピック・パラリンピック」に関する表記、ロゴの使用範囲の拡大 

試行プロジェクト実施にあたり、「2020年東京オリンピック・パラリンピック」に関する直接的な表現、

上記ロゴの使用が可能になれば、より一層文化と「オリパラ」が結びつき、関心が高まりやすく、機

運も醸成されるのではないかと考える。 

 

②ホストタウンなどの各自治体、在日公館とのマッチングプラットフォームを設置 

ホストタウン登録の各自治体や在日大使館や領事館の窓口を紹介してもらえるようなプラットフォー

ムができれば、日本全国へのプロジェクトの広がり、また在日公館を通した海外へのプロジェクトの

アピールにつながるのではないかと考える。 

③事業費の拡大と国内外へのメディアへのアプローチの補助 

本事業をより有効的に拡大するため、１事業あたりの事業費の上限額の拡大を提案する。前述の
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課題③・④を解決し事業実施するためには、各国言語に対応可能な人材、日本文化の教育・普及

を行うための人材、事業を運営する人材を確保する必要があり、より大きな資金が必要となる。 

また、各事業者が個別に行っていたメディアへのアプローチを事業専用のメディアセンター、記者

クラブのようなものを設け、プレスリリースを国内外のメディアへ一括でできるようなシステムの導入

を希望する。個別事業者が直接アプローチを行うより、内閣官房または試行プロジェクト事業運営

受託事業者がプレスリリースを支援することで、情報の信用度が高まり、メディア掲載の確度が高ま

ることが予想される。 

 

2020年までの将来計画 

2017年度 各事業において、被災地域での活動、ホストタウンとの連携を強化 

       100カ国のKIMONOを完成 

       各国大使館・領事館から名義後援を取得するなど連携強化 

       国外メディアへのアプローチを中心とした海外への発信 

       KIMONOを制作地域の拡大 

2018 年度 各事業を全国各地へ展開し２０２０年オリパラリ機運醸成を強化  

150 カ国の KIMONO を完成 

各国大使館・領事館から名義後援を取得するなど連携強化 

国外メディアへのアプローチを中心とした海外への発信 

KIMONO を制作地域の拡大 

2019 年度 エキシビジョン事業、国際交流事業を強化し、国外を中心に 2020 年東京オリンピック・

パラリンピックに向けた訪日をアピール 

196 カ国の KIMONO を完成  

各国大使館・領事館から名義後援を取得するなど連携強化 

国外メディアへのアプローチを中心とした海外への発信 

2020 年 東京を中心とした、主要都市で、KIMONO ショー、展示を行い訪日のお客様をおもてな

しする。ホストタウンと連携し、各国選手団のおもてなしに KIMONO を活用。 

2020 年以降の将来計画 

制作された KIMONO を活用し、日本文化の発信、インバウンドの強化に役立てる。 

①在日各国大使館・領事館、在外日本国大使館・領事館にて、記念レセプション、

パーティーなどで活用 

②全国の主要都市でKIMONOの展示 

③各国要人来日や国際会議の場でおもてなしの一つとしてのKIMONOの活用 

以上 
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世界遺産薬師寺健康祈願バリアフリーイベント 

共栄印刷株式会社 

 

実施団体 共栄印刷株式会社 

実施時期 2017年 1月～2月 

場 所 奈良県 

概 要 世界遺産薬師寺を舞台に、健康祈願、精進料理（和の健康食）体験、

および盲目の和太鼓奏者による演奏を行い、健常者、障がい者の隔て

なく、外国人も含めて、大勢が参加して楽しめるイベントの開催手法

と効果の実証実験を行う。2020年には、障がいを問わず参加可能なイ

ベントを大々的に実施し、他の世界遺産施設へノウハウを広げ、観光

客に優しい歴史的建造物があることを国内外に広げ観光客増加につ

なげる。 

効果検証方法 イベント来場者に対するアンケート調査の実施（参加前の期待と参加

後の感想との比較）。また、運営スタッフによる改善点（座席、来場者

の導線、運営体制、必要な専門スタッフ等）の洗い出しを行う。 

 

試行プロジェクトの概要 

実施目的 

 

病気平癒の祈願で名高い薬師寺は、実は障がい者教育や障がい者雇用にも力を入れるバリア

フリーの寺でもある。一般に障がいがある場合、古くからの建造物に多い「段差」を気にしてなかな

か社寺に出かけたくても出かけられない人は少なくないといわれる。薬師寺は堂宇にスロープがあ

る、バリアフリートイレが整備されている、目が不自由な方に対して模型を触ってもらうことで伽藍を

紹介するなどといった取り組みもしているが、せっかく施設として迎える体制があったとしても、それ

があまり知られておらず、活かしきれていないという課題がある。 

本プロジェクトでは、その起点として世界遺産薬師寺にてバリアフリーイベントを開催。オリンピッ

ク・パラリンピック開催年を目標に、障がい者・訪日外国人も含め、より多くの方が気軽に参加できる

イベントの運営体制を確立するため、実績データを取得することを目的とする。 

長期的に、本プロジェクトを奈良県各地ひいては日本全国に広げることができるか試行し、実現

に向けた取り組みができるよう目指す。 

 

取組み内容 

 

世界文化遺産「古都奈良の文化財」である「法相宗大本山 薬師寺」にて、障がいの有無を問わ

ず、日本人も外国人も一緒に薬師寺、古都奈良の魅力を感じていただけるイベントを開催。 
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 イベント名 世界遺産薬師寺健康祈願バリアフリーイベント 

 実施日   2017 年 1 月 29 日（日）  

 会場    法相宗大本山薬師寺（奈良県） メイン会場：東僧坊 

 参加者数  155 名（外国人 9 名、障がい者 43 名） 

 

プログラムでは、薬師寺の大谷徹奘執事による健康に関する講

義や書道体験、境内案内、音楽鑑賞を催した。当日は英語・繁体・

簡体・ハングルに対応したプログラム、食事作法の解説、アン

ケートを参加者に配布した。 

 

 

 

 

当日の様子 

  

希望者にはリフト付きバスにて送迎 

車椅子の方７名が参加。 

 

 

 

 

主催者あいさつ 

今回のイベントを通し、2020 年のオリンピック・ 

パラリンピック大会では「日本はやさしい国」だと 

来た人に言ってもらえるようにしていきたいと 

開催趣旨についてお話。 

 

大谷徹奘執事による健康についての講義 

「心のバリアフリー」をテーマに 

日々の暮らしにおける心の持ち方など、 

自分を見つめ直すきっかけとなるような 

前向きな講義内容であった。 
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アンケート回答でも印象に残ったこととして 

大谷執事の講義を上げる人も多く、 

「とても楽しめた」とする人が 81％あった。 

メモをとるなど熱心に聞き入っている人も。 

 

 

勧進所 昼食 

車椅子の方がそのまま昼食を取れるように 

勧進所を使用。 

 

 

  

金堂にて「健康祈願」 

講義にあった内容を思い返しながら、 

これから自分がどのような思いで日々を 

送りたいか、自身と向き合う場になった。 

 

 

 

薬師寺伽藍主事 村上定運師による境内案内 

子どもや参加者とコミュニケーションを 

とりながら、要所要所でご説明をいただく。 

 

 

書道体験 

車椅子のままでも参加していただける。 

また、椅子席であったため、 

足腰に不安のある人も安心して体験できた。 
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書道体験 

子どもや外国人でも体験できるよう、 

今回はひらがなの多いものを選択。 

 

 

 

 

ジャズホルン奏者と盲目の和太鼓奏者による 

デュオ「Ajarria」による演奏和太鼓とホルンというコラボ    

レーションが印象に残ったという声も。 

 

 

 

 

アンケートによると、「楽しめなかった」「あまり楽しめなかった」という回答がゼロで、誰もが楽しん

で参加いただけたプログラムとなった。手拍子やコールアンドレスポンスで会場全体がひとつとなっ

た空気を作り出していた。 

 

 

効果と課題 

効果  

 

イベント参加者に対しアンケート調査、運営スタッフ間での事後ミーティングを行い、その内容より

効果と課題を検証する。 

身体的なハンディ、言語・文化の違いによる壁までを広義な意味で「バリア」ととらえ、それらを取り

除くことで誰もがストレスなく同じ場を共有できるようなイベント運営をするための試行プロジェクトを

実施。幼児から 70 歳代以上までと幅広い層 155

名の参加をいただいた。うち、アンケートには 103

名が回答（回収率 66.5％）。これらを元に、試行

プロジェクトによってオリンピック・パラリンピック大

会へ向けた機運が醸成されたのかを見ていきた

い。 

 

１．機運の醸成 

 「今回のイベントの何に興味があって参加した
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か」では、「バリアフリーを推進する考え方」とした人が全体の 15％であったにも関わらず、イベント

実施後のアンケートで「今後、このような取り組みが増えるとよいか」との問いに対しては、「とてもそ

う思う」が 76％、「そう思う」が 17％と、多くの方より前向きな意見をいただいた。バリアフリー社会の

啓発としては、参加された方に関しては一定の効果があったと言える。フリー回答より「「これからも

薬師寺でシリーズ的に『バリアフリー』をテーマにいろんなイベントをしてほしいと思います。障がい

者、外国人、そんな壁をなくすような、交流するイベントをお願いします。（50 代・女性）」「知人、友

人にも案内したいです。（50 代・女性）」との意見もいただけたことは、ありがたかった。これらの意見

や期待を裏切らないよう、更にブラッシュアップしていきたい。 

今回、講師となっていただいた薬師寺の大谷徹奘執事より、「今回のイベントで薬師寺が心に刻

んでいる姿勢を、障碍者をはじめとする多くの参加者に伝えられたこと、その話に共感を抱かれた

方が多くあったという報告を聞け、薬師寺の一員として嬉しい限りであると同時に、参加された方も

私も、共に有意義な学びの場を与えられたと、関係者すべてに対して感謝の念で一杯である。」と

のコメントもいただいている。 

 

 ２．イベントにおける文化の発信 

全体を通して本イベントは「とても楽しめた」との

回答が 69％と最も多くなっており、様々な人が参

加するイベントとしは、概ね成功したといえる。ただ、

「あまり楽しめなかった」および「楽しめなかった」と

いう回答もあるため、こういった人がどのようなこと

を不満に思い楽しむことができなかったのか、次項

の課題の中で考えていきたい。 

 大谷徹奘執事による健康に関する講義では、

「健康」というのは「心」と「体」とのバランスが重要。

「心のバリアフリー」を目指すには…と参加者それ

ぞれが自分自身を見つめ直す機会を得ることと

なった。アンケートにおいても「とても楽しめた」と最大評価をしているのが全体の 81％と高く、「一

番印象に残った」とのフリー回答でも多く挙げられていた。アンケート回答の外国人 4 名のうち 3 名

が「講義」が一番印象に残ったと挙げており、「（大谷執事は）とんでもなくプロフェッショナルであり、

とても素晴らしかった！」と外国人にも言語の壁を超えて僧侶が直接語りかける講義の魅力を体感

してもらえたのではないかと推測できる。 

 奈良の特産品でもある「墨」「筆」を使う「書道体験」も、参加者は心を鎮め、静かに書道と向き

合っているようであった。今回は子どもや外国人、障害のある方でも体験しやすいよう、ひらがなの

多く使用されているものを手本とした。普段の生活において、日本人でも触れる機会の少なくなっ

ている書道を通して、日本の文化を改めて知る、または発信するきっかけとなった。 

 また、ジャズホルン奏者と盲目の和太鼓奏者によるデュオ「Ajarria」の演奏は、「あまり楽しめな
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かった」「楽しめなかった」というネガティブな意見が全くなく、バリアフリーで誰もが楽しめるという観

点からは、最も成功したプログラムであるとも言える。和太鼓という日本古来の楽器とフレンチホル

ンという西洋音楽を象徴するような楽器によるコラボレーションは、新しい文化や文化の融合を感じ

させるものであった。「2020 年の東京オリンピック・パラリンピックが、誰もが持つ可能性について見

つめ直すきっかけになれば」と、自身も盲目でありながら和太鼓奏者として活躍している片岡亮太

氏によるメッセージおよび音楽は、参加された方の心に届いたといえるであろう。 

 

３．イベント会場としての社寺のあり方 

寺院での開催にあたり、採択に至るまでは試行プロジェクト内における「宗教的な部分」をピック

アップされがちではあったが、「薬師寺」はそもそも「学問」のための寺であり、多種多様の学びがそ

こにはある。奈良において「神社、寺」は観光においても文化においても切っても切り離せない存

在であるといえる。また日本の文化を知る、日本らしさに触れられる場としての社寺という観点からも、

宗教というくくりではなく、「文化の発信の場」としての役割を担える可能性を見出すことができた。 

 アンケートにて「このようなイベントを開催してほしい日本国内の社寺」を問うたところ、「東大寺」

（奈良県）20 名、「法隆寺」（奈良県）12 名といった奈良県を中心とした近畿圏の社寺が挙げられた。

これらの意見を参考にし、今後、趣旨を理解していただきバリアフリーなイベント開催に協力いただ

けるか、会場とし使用することは可能かなど、バリアフリーの促進、日本の文化の発信への協力体

制を作り上げながら検証していく必要がある。しかしながら、「絶対に薬師寺」「薬師寺が一番ふさ

わしい」「再び薬師寺で」と、薬師寺を強く押す声もあり、薬師寺において開催した意義があったとも

いえる。 

自由回答には、「お坊さんやスタッフの対応、気遣いがよかった」という回答があり、バリアフリー対

応、障がい者雇用や教育にも配慮している薬師寺であったからこそできたもてなしに感激される声

もあった。薬師寺はこれまで国宝や重要文化財に指定されているお堂に、どうやったら傷をつけず

に手すりをつけるのかを苦心し、討議を重ねて今では他の社寺に参考にされるものの設置に成功

したと伺っている。大谷執事も先輩僧侶からの「物質的な整えをいくらしても、それには限度がある。

大切なことは困った人がいたら、自分から手伝いの手を差し伸べることにある。物での対応は所詮

障碍者に対処したふりをしているだけだ」との言葉を僧侶や職員に指導する際に伝えているという。

こうした心遣いがあってこそ、2020年に向けた、多様な人々を迎え入れ受け入れる「心」の醸成にも

繋がると感じた。 

 

課題 

 

１．集客について 

①外国人対応 

県内の大学や企業を訪問し、留学・就労されている方などを対象にイベントの告知をして回った

が、イベントまでの期間的にもマンパワー的にも無理があった。 
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大学に関しては、試験期間中であったこともあり、留学生だけでなく、大学生に関しても思ったよう

な集客が見込めなかった。また、奈良県外国人支援センターに協力を仰ぎ、各種団体への声掛け

を依頼したが、リストをいただき個別に案内するようすすめられた。外国人の集客に関しては、日本

在住の外国人を対象にした国際交流団体等に声をかければある程度の集客は見込めると考えて

おり、見通しの甘さが露呈した形となった。募集期間も短かったため、外国人支援センターなど公

的機関から各種団体へ直接の声掛けがあれば、効果があったかもしれない。 

学校等に派遣されている外国人英語教諭等にも声掛けをしようとしたが、いくつかの学校だけで

なく、県下の学校に等しく案内する必要があるとの回答をいただいた。今回は実施には至らなかっ

たが、今後協力を要請する際には注意をしたい。 

一般向けにチラシおよびウェブサイトを日本語と英語にて作成していたが、参加にあたり申し込

みフォームを設けていなかった部分も、敷居を高くしていた一因とも考えられる。気軽に申し込み

や問い合わせができるようなフォームや分かりやすいウェブサイト作り、電話などでも問い合わせや

受付ができる体制を整えることも、「言語」の壁を取り払うためには重要となってくる。 

Facebook など SNS においても発信をしていたが、興味の有りそうな人にまで届けるには至らな

かった。今後、外国人に集客する場合は、国際交流団体だけでなく、日本在住の外国人向けのマ

ガジンやウェブメディアへの出稿、外国人に対して発信力のある SNS などを活用し、効果を検証し

ていきたい。 

 

②障がい者対応 

障がい者施設をはじめ、県内の養護学校等にイベントの告知を行った。試行プロジェクトというこ

とでひとつの障がい者施設より団体にて参加をしていただけたことは大きかったが、個々への周知

という点では課題が残る結果となった。グループホームなどの施設にも案内ができていれば、より

幅広く参加者を増やし、共に楽しむ機会の提供ができたのではないかと考える。 

より多くの参加者を得るためには告知期間を要する上、会場までアクセスしやすいようにするため

にバスの手配等も含めようとすると予算の問題もある。奈良県内には車椅子が乗車できるリフト付き

のバスが 2 台しかないということも分かったため、どのようにして会場までのアクセスをフォローする

のか、交通機関等の協力も仰ぎながら、動線を考える必要がある。それができて初めて、個々の参

加者の受け入れができるようになるのではないかと考える。 

 

③全般 

契約の締結からイベントまでの日数が限られている中、個々にチラシ等を持ち参加の呼びかけを

主に行っていた。オリンピック・パラリンピックに係る試行プロジェクト、バリアフリーのイベントという

各種メディアに取り上げられやすい内容であったにもかかわらず、リリース等がほぼできていなかっ

た。雑誌等にイベント情報を掲載する場合は数ヶ月前には締め切りとなるため、イベント実施日か

ら逆算してのプレスリリース、メディアへの掲載・取材協力などの体制を整える必要があった。 

今回のイベントは事前申込制にし、人数等を把握することで円滑に運営ができるように心掛けた。
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よりスムーズにまた参加者にも負担をかけさせないために、申込時にどのようなサポートが必要か、

使用言語などについても詳しく確認をしておくべきであった。 

イベント実施日の 1月 29日（日）は、オフシーズンではあるが、奈良市内では古くからの伝統行事

である若草山焼きの翌日であり、中国の春節による来訪客増もあり、県内のホテルは満室であった。

早い段階で告知が可能であれば、こういった来訪者に向けてもイベントへの参加を呼びかけること

は可能であった。外国人の集客とも重なるが、ホテルや宿泊施設と連携をし、イベントを組み込ん

だプランを共同で企画する、長期滞在の人などに案内をしていただくなど、他の業界も巻き込んだ

形にて告知を展開することで、よりバリアフリー社会の実現という趣旨に賛同いただける仲間を増や

していくことにも繋げていけるだろう。 

 

２．当日の運営について 

①外国人対応 

当日、進行においては英語にて通訳を行っていたが、参加の外国人は日本語が分かるようで

あった。また、外国人参加者の属するグループには、英語に対応できるスタッフ 1 名が同行し、随

時サポートを行った。 

「講義」部分の内容については、概要をプログラムにて多言語（英語・簡体・繁体・ハングル）にて

表記していたが、内容の密度からすると十分ではなかったのではないかとの声もあった。事前に内

容を確認し、概要ではなく話す内容を順序立てて多言語化することは可能ではあろうが、「講義」と

いうその場でしか作り得ない「ライブ」なものを活かしきれなくなってしまうという懸念がある。また、同

時通訳となると難易度も高くなる上、講義自体が成り立たなくなる可能性もあるため、このようなイベ

ントには適していないと判断している。その場の雰囲気を感じる、同じ空間で文化を知るという観点

から、その場での翻訳や通訳を最低限にし、講義内容や会場である薬師寺、講師などの紹介や背

景について多言語化したものをウェブサイトやアプリなどを使い提供することで、事前もしくは当日

におけるフォローをしていけるかどうかを検討していきたい。 

②障がい者対応 

会場である薬師寺はバリアフリーを積極的に行っており、車椅子対応のお手洗い、堂宇への入

場にもスロープがあるなど、動線としての問題はなかった。ただ、スケジュールの都合上、車椅子の

方にとっては「移動距離が長く」かつ「歩くスピードが速い」ため大変であったとの意見もあった。事

前に車椅子移動を想定したテストなどを行い、時間配分についても余裕を持たせるよう考慮する必

要があった。そうした際、健常者にとっては若干ゆっくりとした時間配分になる可能性もあるが、例

えばタイムラグをなくすために、動線の中に寺の模型展示や歴史などのパネル展示などを行い、ア

トラクション的に魅せながら、ただの待ちの時間でなく、楽しめる・学べる場として魅せる工夫なども

考えていきたい。 

 イベント当日は障がい者には施設の介助者がついていたこともあり、当日スタッフは大きく手助

けを必要とはされなかったが、今回のイベントを通し、相手が何に対して困っているのか、何を必要

としているかなどを思いやるということ、相手に寄り添うということの難しさと大切さを改めて実感した。
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障がい者にバリアを感じさせず、気軽に参加していただけるようにするには、様々な方が参加され

ることを想定し、障がいの種類や程度に応じて、事前テストおよび対処方法のシミュレーションをよ

り綿密に行うことも肝要である。例えば、事前のシミュレーションの実施にあたり、障がい者や介助

者、留学生や国際交流団体などの人を対象にモニターとして参加してもらい、動線について確認

する、スタッフでは気づかない配慮すべき部分等を確認するなど、オブザーバー的な立場で意見

を交換する場を設けてもよいと考えられる。 

 

③全般 

昼食会場には車椅子の方も含め全員、畳の間がある東僧坊座敷を使用することとなっていたが、

現場を確認し、当初想定していたより車椅子の方には負担がかかるということで、急遽別に勧進所

を開放していただき、車椅子の方は乗り降りすることなく昼食が可能となり事なきを得た。ただ、車

椅子の方だけでなく、参加者の中には年配で足の悪い方もいたので、そういった方々へも配慮し

て会場選定する必要があると実感した。申込時における配慮の確認の徹底や、当日でも対処が可

能なように様々なパターンを想定しておく必要がある。 

薬師寺は平坦な場所にあり、バリアフリー対応もすすめられているため、会場移動については概

ね負担が少なくできた部分があるが、他の社寺や施設などでは移動するだけでも勾配のある場所

もあり、そういった場所を会場にする際にはさらなる配慮が必要となる。まず、会場となる場所へ駐

車場や駅からのアクセスがしやすいか、トイレや堂宇において、手すりやスロープなどバリアフリー

の対策が取られているのか、ない場合には対策案はあるのかなどを確認し選定する必要がある。

事前下見を入念に行う、シミュレーションを徹底するなどで対応が可能かの判断をし、できる限りの

対策が取れるよう準備をすることが重要である。もちろん、目に見える形としてのバリアフリーも大切

ではあるが、何よりもその場で携わる人間の「心」も大きな力となれる。そういった意味で協力体制を

仰げる社寺や会場などを増やして行けるように努めたい。 

当日は 155 名の参加があり、1 グループ 50 名程度に対し、専属で 2 名のスタッフがつき声かけ誘

導を、また、交通誘導などにも 2 箇所 2 名程度を配置していたが十分とは言えず、より具体的に声

かけ誘導ができるよう、スタッフ間で連携を取る必要があった。イベント規模や内容に応じては専門

のスタッフや警備員などを雇うことも検討したい。 

運営スタッフが介助や外国語の対応など専門スタッフでない場合、事前のシミュレーションに加え、

ある程度の手助けができるようなレクチャーや事前の実地体験を受けるなどして、バリアを感じるこ

となくより安心して参加できるようスタッフ教育の充実も図りたい。 

 

 

将来計画 

 2020 年までの将来計画 

今回のイベントが公的資金によって実現ができたことより、今後のイベントの継続性、実施につい

て検討すると、やはり財源をどのように確保するかが問題となってくる。自主財源のみにて今回の
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規模のイベントを実施しようとすると、参加料を徴収し、スポンサーを募るなどといった方式でもミニ

マムな事業が可能かといったところであろう。 

 今回出た課題をクリアすべく、障がいの有無や程度、内容、言語サポートなど様々な方を想定

して体験やイベントに参加してもらう機会を継続して設けるようにしたい。それぞれの対応策を含め

ノウハウを蓄積し、参加者が安心して楽しんでいただけるよう、安定した運営ができるような体制を

整える。 

例えば、国籍や障がいの内容を問わず、同一のコースについてシミュレーションを実施し、まずは

各グループにおける違いや課題、必要な手助け等を把握する。同時に、相互理解のため、障がい

のある方とイベントや旅行等に参加させてもらい、スタッフ自身が実地体験をすることで、その体験

で得られる気づきや学びをシミュレーションに活かすようにするといった形で継続実施を試みる。言

語フォローに関しては専門スタッフが必要になるかもしれないが、外国の人がどのような手助けを

必要としているのかも、共に体験しながら確認、理解をしていくように努める。 

そうしたシミュレーションを踏まえ、体験コンテンツやプラン、旅行商品を作成し、少人数での実施

を試行するなど、継続して学んだノウハウを元に、協力いただける社寺や施設、市町村とも連携を

して、受け入れ可能な体制づくりを行う。 

日々多くの観光客が訪れる場所においてのトライアルは現実的ではないため、観光客でそれほ

ど混雑しておらず、鉄道駅からも近く比較的アクセスしやすい場所という意味で、薬師寺と同じく西

ノ京エリアにある「唐招提寺」（世界遺産）や、「西大寺」などでの展開を考える。  

「唐招提寺」は薬師寺に隣接しており、鑑真和上など中国や諸外国との繋がりも深く、インバウン

ドという側面でも物語性や魅力がある。また「西大寺」は、大きな茶碗でお茶をいただく大茶盛と

いった独特の体験もできる上、貧困者やハンセン病患者など社会的弱者の救済を行った忍性師ゆ

かりの寺でもあり、バリアフリーといった面でもイベント開催の趣旨に合致する部分がある。こういっ

た社寺から協力を仰ぎつつ、少しずつでも展開を広げられるように試みていこうと思う。 

 

 2020 年以降の将来計画 

一過性のイベントとして終わらせるのではなく、上記内容のコンテンツ等を継続して実施すること

が前提となる。安定した運営体制が整えられれば、これまで個別にて対応してきた方々（障がいの

有無、言語サポート別）を共にし、一緒になって楽しんでいただける機会の創出を行う。 

ｖｃまた、このような活動に対して協力いただける場所や施設を増やしていくことを目標とする。日

本のどこにいても、どんな内容の体験でも誰もがバリアを感じることなく気軽に参加ができるように

することがベストであり、そのために「心のバリアフリー」の醸成を目指す。 

 

以上
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２．地域文化発信 

THE JAPAN CONNECT プレイベント 

森ビル株式会社 

 

実施団体 森ビル株式会社 

実施時期 2016年 9月～10月 

場 所 東京都 

概 要 2020年東京オリパラのメイン会場と選手村を結ぶ「新虎通り」におい

て、オリパラ首長連合の各自治体などと連携し、地域商材の展示 PR・

販売空間を設け、地方産業の振興、地方への送客につなげる。 

効果検証方法 ・地方産業の振興、地方への送客につなげる効果 

・来場者数（実施場所にてどれだけの人に情報を共有できたか）検証 

・メディア露出量（実施場所に訪れなかった人に向けてどれだけ情報を拡

散できたか）を検証 

・出店自治体等へのヒアリングにより、外国人比率、情報発信にあたっての

改善点等を把握 

 

試行プロジェクトの概要 

2020 年の東京オリンピック・パラリンピック開催決定後、訪日外国人旅行者数が大きく増加し、平

成 27 年には約 2,000 万人に達している。このことは、産業・観光振興に向けて各地域が持つ世界

に誇れるコンテンツを活かして様々な取組を行う絶好のチャンスである。この機会を活かすには、

各基礎自治体の知恵と力を結集し、東京という場を活用して世界に日本各地の魅力を戦略的かつ

効果的に発信することが極めて重要である。 

しかしながら、現状の基礎自治体には、 

①全国や世界に向けた情報発信力が弱い 

②展示会など海外に向けたセールスにおいてメイドインジャパンとして他基礎自治体と統一した

売込ができていない 

という課題がある。これらの課題を解決するために、首都圏の企業等と連携を図り地方創生につ

ながる事業を実施する主体として、「2020 年東京オリンピック・パラリンピックを活用した地域活性化

推進首長連合」（以下、「首長連合」という）が設立された。 

地方の活性化に向けた組織としては今までにない規模である首長連合が、自治体ネットワークを

通じて優良な地方資源の発掘、提供に協力し、トップクリエイターやインフルエンサーが自治体の

新しい形での質の高いプレゼンテーションに向けた編集を担い、ジャパンコンテンツをより魅力ある

体験価値に高めるものである。 

 

実施目的 

本事業では、2017年 2月オープンに先行して、「The Japan Connect 旅する新虎マーケット」の雰
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囲気を愉しめるイベントを 2016年 9月 21、22日に開催する。東京、主に港区において都市開発お

よび街の運営、街を舞台とした情報発信を手掛ける森ビル株式会社が、首長連合と協力し、東京

にあらたに出現したシンボルストリート「新虎通り」という都市空間を活用して実施する。 

リオパラリンピックが終了した直後に、地方自治体と共に日本の優れた地域資源を国内外に発信

することで、2020 年東京オリンピック・パラリンピックに向けて日本を効果的に情報発信していくこと

の重要性を確認し、且つ地方産業の振興、地方への送客といった地方創生につなげることを目的

として実施する。 

 

取組み内容 

■複数自治体による PR 展開 

テーマを「クラフトビールで日本を旅する新虎マーケット」として、産地として有名な新潟県新潟市、

長野県駒ヶ根市、静岡県伊豆市、静岡県伊豆の国市、山口県山口市を選出。自治体単体のコン

テンツの紹介ではなく、開放感ある印象的な空間にて、クラフトビールを切り口に複数自治体の食

材や工芸品のプロモーションを効果的に実施した。 

＜開催日＞ 

2016 年 9 月 21 日（水）16：00～21：00 ＜曇りときどき小雨＞ 

2016 年 9 月 22 日（木・祝） 10：00～21：00 ＜雨ときどき曇り＞ 

 

＜参加自治体＞ 
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＜3 拠点での展開＞ 

 

 

・旅する新虎マーケットギャラリー ＠BMW i Megacity Studio  

  ⇒「The Japan Connect 旅する新虎マーケット」の総合プレゼンテーションスペース 

・旅するスタンド ＠新虎通り歩道上特設ブース 

⇒各地域のクラフトビールの紹介等 

・旅するカフェ ＠グッドモーニングカフェ＆グリル 

⇒各自治体の食材の紹介や工芸品に実際に手にふれる機会の提供等 

■統一感のある空間作り 

制作物、造作物に統一感を持たせ、各自治体の地域資源についても、個別ばらばらではなく、

整理して統一的に表現することにより、洗練された空間を創出。 
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 ■トークイベント 

首長連合会長 国定勇人氏と、総合プロデューサー 谷川じゅんじ氏のトークイベントを開催。 

・日時：9 月 22 日（木・祝）15:30～16:00 

・会場：グッドモーニングカフェ＆グリル虎ノ門 

・来場者：自治体関係者、メディア関係者、一般の方 

 

効果と課題 

効果  

■複数自治体による一体となった展開 

 複数自治体が一体となって展開することにより、自治体単体での展開では成し得ない参加者数、

メディア露出の獲得を実現した。 

＜参加者＞ 

総参加者数 1,500 名 

・自治体関係者  約 70 人（約 45 自治体） 

  ・中央省庁関係者 約 20 人 

  ・メディア関係者 約 30 人（約 20 メディア） 

 ※会場への入店には至らなかった新虎通りの歩行者に対しても、複数自治体によるＰＲ展開を

視覚的にアプローチすることはできた。 

  （参考：イベント開催地における平日 7：00～19：00 歩行者通行量 5761 人） 

＜メディア露出＞ 

イベント開催地にお越しになった方だけでなく、一般の方に対して「リオオリンピック・パラリンピッ

クの直後、次は東京が世界に発信を」という意識を醸成するべく、できる限り多くのメディアに取り上

げられるよう以下の 5 点に注力し、各種メディアへアプローチした。 

・複数自治体による一体的なＰＲ展開である点 

  ・2020 年東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて日本の魅力を発信する点 

・公共空間（パブリックスペース）を活用する点 

  ・首長連合が主体的に実施する展開である点 

  ・クリエイターが、空間プロデュース、クオリティコントロールといった点で参画することにより、

ジャパンコンテンツをより魅力的な体験に高める点 

結果、日刊紙 11紙、フリーペーパー1誌、オンラインメディア 58媒体にこの取組みの趣旨に賛同

いただくことができ、把握できているだけでも数多くのメディアに取り上げていただいた。 

 

■自治体に対する「情報発信の重要性」の理解促進 

2020 年東京オリンピック・パラリンピックに向けて日本を効果的に情報発信していくことの重要性

を各自治体に認識していただくべく、自治体の情報発信のプラットフォームたる首長連合への加入

自治体数を増やすことを、一つの指標としていた。  
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以下に記載する来場自治体へのアンケートの回答にもある通り、首長連合として各自治体が一

体となって効果的に情報発信していこうという姿勢が評価された結果、2016/7/1 時点では、加入

自治体数が 350 だったのに対して、プレイベント後には 2016/10/17 時点で 431 自治体に増加し

た。 

参考：来場自治体アンケート（14 自治体からの回答集計） 

問）「旅する新虎マーケット 2Days Pop Up」のコンテンツで何が一番印象的でしたか？（複数回答

選択式） 

回答 集計 印象に残った理由 

料理プレート 8 
試食の 5 市の料理がワンプレート料理になってよかった／料理の説明がとて

も丁寧で味もよかった／地の産物を活かした調理は良かった 

会場の雰囲気 4 
新虎の恵まれた立地環境／あいにくの雨でありましたが、お洒落感

があり雰囲気は良かったです。 

装飾 3 装飾がとても可愛かった 

模型 3  

説明員 2  

その他 2 
歩道が広く通りの双方向から見通しがよい／調査事業であったため

仕方がないが、大変小規模であったことが印象的だった 

販売物 1  

説明パネル 1  

 

問）来年度の「The Japan Connect 旅する新虎マーケット」にご参加したいと思われましたか？ 

 回答 集計 

是非参加したいと思った 6 

参加を検討しても良いと思った 4 

参加したいとは思わなかった 0 

どちらでもない 4 

 

課題 
今回のイベントを通じて把握した課題 4 点について考察する。 

■集客 

今回のイベントにおいて、集客力を高めるべく、以下の方策を取った。 

・トークイベント開催（首長連合会長 国定勇人氏×総合プロデューサー谷川じゅんじ氏）の開催 

・近隣の愛宕神社で行われる「出世の石段祭り」との同時開催 ※台風により中止 

・新虎通り沿道店舗にて、イベントと連動する形で、全国から厳選したメイドインジャパンの「栓抜

き」を、クラフトビールに関連するアイテムとして集め、販売 

これら集客策や、複数自治体が一体となった展開により、自治体単体での展開よりは大きな成果
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を得られたものの、更なる集客を目指すにあたっての課題は以下の通り。 

課題 集客-1 継続性 

 単発のイベントでは、イベントとしての情報発信力、認知度向上にも限界がある。持続的な展開

としていくことで、多忙なインフルエンサーが参加する機会を増やす、愛着を醸成してファンを増や

すといったことが、更なる集客、強い情報発信に繋がる。 

課題 集客-2 イベント規模 

 今回のイベントでは、新虎通りの一部にて展開したが、面的に拡大し、回遊性を高めたイベント

とすること、また、地域資源の数も増やし、コンテンツとしての密度を高め、さらに多数の自治体が

一体となった展開とすることにより、魅力的な展開とすることが可能となる。 

課題 集客-3 イベント告知期間＝行政とのコミュニケーション 

公共空間を使用したイベントであったため、多くの行政機関との協議が必要となり、調整に時間を

必要としたため、告知開始がイベント開催直前となってしまった。行政機関との間では、継続的なコ

ミュニケーションと信頼関係の構築が重要となる。 

課題 集客-4 天候 

屋外でのイベントは天候に左右されるが、今回は台風の影響により特にイベント 2 日目の集客に

苦戦した。屋外空間でのイベントにおいては、雨天の際に屋内空間の実施に切り換えられるような

場所確保等の準備が課題となる。 

参考：来場自治体アンケート（14 自治体からの回答集計） 

・外のビール売り場で、調理しないで食べられるものも販売して良かったのでは。 

・それぞれの自治体の基礎情報など自治体のパンフレット等があれば、より親しみを持って料理

を楽しめたかもしれない。 

・参加者が参加できるイベント（周辺も協賛して回るスタンプラリーなど）があるともっと盛り上がれ

るのではないかと思った。 

・事業の周知不足 

・新虎通り地域一体となるような更なる盛り上げをしなければ誘客は考えにくい。 

・スタンドはすぐに分かったが、カフェ及びストアは今イベント会場としては分かりにくかった。 

・悪天候時の対応を考えるべき。 

・屋内外の無料休憩スペースが必要。 

・人通りが少ないのがやはり少し気になります。2 月は大々的に広告を打つなどして、集客が出来

ればいいと思います。 

・新橋駅周辺から離れているため、人が少ないように感じた。新橋駅から新虎通りまでの人の動

線を考えることも必要なのではないかと感じた。 

・コンテンツは良いが規模が足りない。 

・自治体としては、地元の PRも重要でありますので、ポスターの掲示等効果的な PRは可能として

いただけたらと思います。（雰囲気を壊さない魅せかたの工夫は必要ですね。） 

・国内の自治体の交流以外に、諸外国との交流もテーマにあると雰囲気が出るかなと感じました。 
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■外国人向けのアプローチ 

本イベントでは、外国人向けの情報発信施策として、以下の在京海外メディアに対し、プレスリ

リースの配信に加えて直接的なアプローチを行ったが、メディア露出には至らなかった。2 日間の

単発イベントでは取り上げづらいという意見が多く、2017 年 2 月から長期にわたって実施する予定

の展開には強い興味を示していた。 

The Japan Times / The Wall Street Journal Asia / NIKKEI ASIA REVIEW 

TIME / TEL / Newsweek / TOKYO JOURNAL / Bloomberg Businessweek 

japan-guide.com / TSUNAGU JAPAN / Japan Info 

また、パンフレットは日本語版とは別に、英語版を制作。ホームページ上でも英語対応を

実施した。http://www.tabisuru-market.jp/assets/pdf/tabisuru-market_en.pdf 

会場における地域商材紹介のための紙制作物は、日英併記にて制作した。 

当日参加いただいた外国人の方にアンケートした結果、ジャパンコンテンツに触れられるイベント

として、内容について概ね好評だった。 

参考：参加外国人アンケート（4 名からの回答集計） 

問）「旅する新虎マーケット 2Days Pop Up」に満足いただけましたでしょうか？ 

回答）とても満足 1 / やや満足 2 / ふつう 1 

問）その他お気づきの点がありましたらご自由にご記入ください。 

回答）Nice idea! Please do it again. / Very good concept.Keep it up! Thank you 

  

■お身体の不自由な方へのアプローチ 

本イベントでは、リオパラリンピック直後ということもあ

り、お身体の不自由な参加者がいらっしゃることを想

定し、以下の対応を準備した。 

・運営マニュアルにおいてお身体の  

不自由な方への対応を記載 

・イベント開催前にメールで対応について共有し、イ

ベント当日もスタッフミーティングで入念に確認 

結果的にはお身体の不自由な方の参加はなかった。

お身体の不自由な方に向けての告知展開として、障

害者手帳をお持ちの方への特典を用意した上で、

「障害のある方やその家族向けのサイト」にて掲載す

るといったことが必要だったと考えられる。 

 

公共空間の活用（歩道上の使用）にあたって 

歩道上の使用にあたっては、 

・東京都道路管理部（道路占用にあたっての協議） 
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・第一建設事務所（道路占用にあたっての協議） 

・港区建築課（造作物に関する協議） 

・警視庁（道路使用にあたっての協議） 

・愛宕警察署（道路使用にあたっての協議） 

・芝消防署（造作物に関する協議） 

・みなと保健所（臨時飲食営業にあたっての協議） 

等、法規制にもとづく手続き、他エリアにおける道路使用との整合性、安全面の確保、衛生面の

確保等において、数多くの行政機関との間で協議を実施した。 

 

歩道上で実施するイベントのメリット、課題点は以下の通り。 

 

＜メリット＞ 

・日常的に使用している空間がイベント会場となることの意外性による、メディアや一般客に対す

る興味喚起。 

・歩道上をスペースとして活用することによる都市空間の有効活用。 

・建物の入口を入るアクションがなく、立ち寄りやすい。 

・建物の中での展開ではないため、実施内容が伝わりやすい。 

 

＜課題点＞ 

・天候リスク 

屋外であるため、天候に大きく左右される。雨天時における屋内での開催の切り替えや雨天時に

逃げ込める場所の確保が必要である。 

今回：台風が上陸したため、スタンドの集客が落ちたが、グッドモーニングカフェ＆グリル、BMW i 

Megacity Studioは屋内会場だったので、そちらでイベントを継続。また、近隣商業施設（虎ノ門ヒル

ズ）の中にバナーを立てる等、雨天でも営業していることを告知。 

⇒ 事前告知時に雨天決行である旨大きく提示するとともに、「雨の日特典」のようなものを付加

する等の対応が考えられる。 

・設備 

電力・給排水設備やトイレ、ゴミ箱が必要となる。すぐ近くに確保できない場合、イベント実施の

ハードルが非常に高くなる。ゴミ箱の設置有無に関して、安全面（テロ対策等）との兼ね合いを考え

る必要となる。 

今回：本イベントでは、電力は発電機で確保し、トイレについてはグッドモーニングカフェ＆グリル

及び虎ノ門ヒルズにて対応した。ゴミ箱の設置はせず、販売窓口に返却する方法をとった。 

⇒ 商業施設等が周辺にない場所での開催の場合、トイレは近隣コンビニエンスストアにご協力

を請う、仮設トイレを立てる、といった対応が必要になってくると思われる。また、今回の規模であれ

ばゴミ箱は設置せずとも成立したが、お客様の数が多い飲食イベントの場合は、ゴミ箱を置きスタッ
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フを立哨させるといった対応が必要になる。 

・限られた使用スペース 

歩道上の使用にあたっては、一般の通行者の動線を確保する必要があり、使用可能部分は狭い

傾向にあるため、ストックスペースやスタッフ控え室等のいわゆる「バックヤード」スペースは民地内

に確保する必要がある。 

今回：虎ノ門ヒルズ内会議室を借用しスタッフ休憩場所に充てた。備品等のストックスペースとして、

グッドモーニングカフェ＆グリルのバックヤードを借用した。また、配送会社の協力を仰ぎ、近隣の

配送拠点に物品をストックいただき、適時そこから配送いただくといった対応をとった。 

⇒ 周辺の民地内にスペースを確保できない場合や、配送会社との連携が困難な場合、短期間

のイベントの場合であれば、ワゴン車等を近隣駐車場に停めてスタッフ休憩場所に充てるという方

法も取りうる。 

・安全確保 

設営、保安、撤去およびイベント開催時には、安全確保に注力し、警備員を常駐させた。設営、

保安、撤去は、コーン・バーを活用して歩行者動線との境界を明確にし、事故の無いよう細心の注

意を払った。特に設営、撤去に関して、造作工事、資材運搬等が通行者の付近で実施することと

なるため、建物内で開催するイベントよりも特に注意が必要となる。 

 

 

 

また、新虎通りの場合、植栽帯により自転車道と歩行者動線とが分離されているため、お客様の

安全確保がしやすかったが、自転車の乗り入れが横行している歩道上では、イベント実施は安全

確保が非常に高いハードルとなると考えられる。 

   なお、イベント開催地付近において、通常時とイベント開催時における様子について確認し

た結果、イベント会場以外は特段大きな変化は見受けられなかった。 
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将来計画 

2020 年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、東京という場を活用して世界に日本各地の

魅力を戦略的かつ効果的に発信していくにつき、今回のイベント開催により得られた知見、課題を

踏まえ、今後の将来計画を以下のように見据えている。 

(1)規模を拡大した展開 

継続的な展開を実施するのと共に、イベント開催エリアの規模を拡大し、同時期にＰＲする自治

体数をさらに増やすことにより、情報発信力の向上、集客力の向上を図る。また、今回のイベントで

は、近隣店舗に能動的に連携いただいたが、更に連携いただける店舗を募り、主催者側の負担を

抑えながらエリア範囲を拡大することも模索する。 

在京海外メディアに対し、プレスリリースの配信に加えて直接的なアプローチを行うことや、外国

人向けＳＮＳ配信により、外国人の集客に取り組むにつき、当日現場にも英語を話すことのできるス

タッフを配置していく必要がある。また、当日掲出するサインや、商材 POP、メニュー等にも英語表

記をする必要があるため、翻訳予算を確保しておく必要がある。 

お身体の不自由な方に向けての告知展開としては、障害者手帳をお持ちの方への特典の用意

や、事前告知時にバリアフリーについても言及することを検討する。 

(2)継続的な展開の実施 

複数の自治体が一体となってＰＲする「旅する新虎マーケット」について、単発のイベントとしてで

はなく、継続的な展開として実施することを予定している。継続展開により、情報発信力の強化、集

客、メディア露出の拡大に繋げるものとする。 

(3)行政との連携 

今回のイベントは、多くの行政機関と協議しながら具現化に導いたが、この協議を足がかりとし、

信頼関係を築きながら、公共空間の新たな可能性を追求していく。 

以上
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番組企画 多彩にっぽん！まち・ひと・文化 

～日本各地のホストタウンへ、ようこそ！～ 

株式会社ジュピターテレコム 

 

 

実施団体 株式会社ジュピターテレコム 

実施時期 2016年 11月～2017年 1月 

場 所 CATV（取材地：京都府、群馬県） 

概 要 オリパラ参加国・地域との人的・経済的・文化的な相互交流を図る地

方公共団体「ホストタウン」の 2カ所と相手国から招いた人々との交

流を紹介する。番組は聴覚障害者への配慮も行い、J:COM および提携

CATV地上波のほか英語字幕付きで web閲覧も可能にする。本事業によ

り、ホストタウンでの機運醸成をより一層高める。 

効果検証方法 ・地域レガシー再発見を通じた地域住民におけるプライド涵養及び東京 

オリパラ機運を醸成 

・ホストタウンプロジェクトが地域活性化に資する意義・価値に関する理解促

進効果 

・番組視聴者へのアンケート調査によりオリパラ機運醸成および地域文化・

ホストタウン認知状況を検証 

・交流プログラムに参加した外国人へのグループインタビュー等により 

認知変化、意識変化を検証 

 

試行プロジェクトの概要 

実施概要 

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に、多様性に富む日本の各地域文化を

国内外に発信できる貴重な仕組みが、政府が進める「ホストタウン」プロジェクトである。事前合宿の

誘致等を通じ、特定の大会参加国・地域と各種交流を行う全国の自治体（＝ホストタウン）を全国に

広げる取組であり、日本の各地域が、約 210 の国と地域にダイレクトにつながることにより、地方創

生の実現を図るという、オリンピック・パラリンピック史上においても、画期的な試みである。 

この「ホストタウン」プロジェクトの仕組みを日本の多様性に富む各地域の文化発信に有効活用す

ることが、東京オリンピック・パラリンピック機運醸成にもつながる。今回の試行プロジェクトでは、す

でに決定している 138 のホストタウンの中から、2 つのホストタウンの地域文化を取り上げ、「番組」と

して放送し、インターネット配信を行うことにより、以下効果検証を行うことを目的としている。 

【効果検証】 

1）視聴者へのアンケート調査によるオリパラ機運醸成および地域文化・ホストタウン認知状況検

証 

2）番組ロケに参加した相手国人へのアンケート調査による、認知変化、意識変化を検証 
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取組み内容 

2 つのホストタウンの地域文化を取り上げる「番組」を制作し、放送及びインターネット配信を行う。 

【取り上げる 2 つのホストタウン】 

1）京都府・大山崎町 （相手国 スイス） 

2）群馬県・高崎市 （相手国 ポーランド） 

【番組概要】 

◆番組名    「多彩にっぽん！まち・ひと・文化～日本各地のホストタウンへ、ようこそ～」 

◆番組尺    30 分  

◆番組本数   2 本  

◆番組形式  スタジオ収録＋インサート VTR 

◆出演     スタジオ・・・MC2 名 ホストタウンゲスト 1～2 名 

          インサート VTR・・・ 相手国 2～4 名（在日相手国民より選定） 

◆語版     放送・・・日本語 ／ インターネット配信・・・英語字幕 

◆聴覚障がい者への配慮   主要音声部分をテロップで補完表示 

◆番組概略 

多彩な魅力にあふれるホストタウン各地域の文化にフォーカスをあてることで、多様なにっぽんの

姿を国内外に発信する、教養番組。ホストタウンの相手国複数名の方が、ホストタウンを訪れ、相手

国視点に立ったホストタウンの魅力を掘り起し、国内外にホストタウンの地域文化を届ける。 

 

【番組詳細】 

「ホストタウン」とは何か？（#1,2 共通で伝えた重要ポイント） 

 

 

 

 

#1 京都府・大山崎町   

ホストタウン・大山崎町が、相手国として「スイス」を選んだ「縁」と「共通項」にスポットをあて、スイス

国 2 名の方を大山崎町にお招きし、大山崎町の「おもてなし」を楽しむ様子にカメラが密着。スイス

の方々が楽しむ様子も交えながら、大山崎町の魅力を紹介した。 

《出演》 

スタジオ…●MC2 名  

荻原健司 （フリーキャスター/オリンピアン）/櫻井芳子(J:COM ｱﾅｳﾝｻｰ) 

●ホストタウンゲスト 2 名  

 大山崎町 山本圭一町長、車いすフェンシング 櫻井杏里選手 

 

ホストタウンとは、相手国代表チームの事前キャンプ受け入れ等に留まらず、日本各地のホスト

タウンが持つ多彩な地域文化を国内外に発信するとともに、海外の多様な国や地域の文化を知

るという、「外国を知り日本を伝える」＝「相互文化交流」を推進する施策である。 
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●インサート VTR 相手国スイス人 2 名 

 ヤン・アミエットさん（20 代男性 留学生[2017 年 3 月迄 埼玉大学留学]） 

 シューマン・ドス・サントス・アントニオ・ジョアさん（20代男性 留学生[2017年 9月迄 埼玉大学留

学]） 

《大山崎町とスイスの縁・共通項》 

①大山崎町にある町を代表するレガシーである「アサヒビール大山崎山荘美術館」。この山荘と庭

園の創設者である故・加賀正太郎さんは、スイスの名峰・ユングフラウに登頂した初めての日本人

であること。 

②オリンピアンの太田元選手が腕を磨いたフェンシングクラブが同町にあることから、スイスのフェ

ンシング協会を通じ、同国の地域のフェンシングクラブが同町との交流を希望したこと。 

 

《ホストタウン視点での大山崎町魅力ポイント紹介》 

１．都の玄関口 

２．歴史の舞台 天王山 

３．スイスと大山崎町の出会い 

４．油座として栄えた地 

５．水の恵みと、おいしい野菜 

６．千利休のおもてなし 

７．フェンシングのまち 

 

《大山崎町のおもてなし体験プログラム》 

① 大山崎山荘美術館訪問 スイスと日本の縁を知る 

② 離宮八幡宮訪問 えごま油搾り体験 

③ 大山崎歴史資料館訪問 茶道体験 

《番組に反映した障がい者視点》 

車いすフェンシングアスリート 櫻井杏里選手出演 

 

 

 

 

 

#2 群馬県・高崎市   

ホストタウン・高崎市が、相手国として「ポーランド」を選んだ「縁」と「共通項」にスポットをあて、

ポーランド国 4 名の方を高崎市にお招きし、高崎市の「おもてなし」を楽しむ様子にカメラが密着。

ポーランドの方々が楽しむ様子も交えながら、高崎市の魅力を紹介した。 

《出演》 

スタジオ…●MC2 名 

京都府出身。車いすフェンシング「フルーレ」世界 6 位、「エペ」世界 5 位。東京パラリンピック

出場を目指している。車いすフェンシングの練習や試合等を、フェンシングのまち・大山崎町体

育館で行っている。大山崎町がフェンシング交流をスイスと行い、さらに「フェンシングのまち」と

してプレゼンスアップを図る中、車いすフェンシングに対する町の関わりも期待されている。 
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荻原健司 （フリーキャスター/オリンピアン） 櫻井芳子(J:COM ｱﾅｳﾝｻｰ) 

●ホストタウンゲスト 1 名        

高崎市 富岡賢治市長 

●インサート VTR 相手国ポーランド人 5 名 

   アドリアン・ビンチックさん (20 代男性 留学生[2017 年 3 月迄 埼玉大学留学]） 

   アレク・ビンチックさん （40 代男性 アドリアン父 /PR 会社経営者[ポーランド在住]） 

    イグナツィ・クラスキさん（40 代男性 アドリアン叔父 /歴史研究者[ポーランド在住]） 

    アガタ・フィヤルコフスカさん（30 代女性 研究助手[2016 年より日本滞在 兵庫県在住]） 

   カタジナ・ブリックスさん（20 代女性 会社員[2011 年より日本滞在 神奈川県在住]） 

 

 

《高崎市とポーランドの縁・共通項》 

①両者ともに、歴史ある交流拠点ということ。高崎市にある 1300 年前の交流拠点を示す 3 つの石

碑「上野三碑」は世界記憶遺産を目指している。 

②近年のポーランドとの多用な交流実績を有していること。高崎音楽祭、高崎映画祭でのポーラ

ンドアーティストの参加、2015 年「高崎ものづくりフェア」ポーランド開催、そしてリオ五輪直前の

ポーランド代表男子バレーボールチームと市民 4000 人の交流など。 

③ポーランドとの交流推進のため、市の職員（高崎財団）として、ポーランド人を採用しているこ

と。 

＊番組 VTR にも登場した高崎財団職員 マイケル・ホスティンスキさん 

《ホストタウン視点での大山崎町魅力ポイント紹介》 

１．和の癒しを究める 

２．アジア各国との交流の跡 

３．だるま生産量日本一 

４．関東屈指の絶景スポット 

５．日本屈指のパワースポット 

６．一度は食べたい高崎グルメ 

７．最先端のバリアフリー 

 

《高崎市のおもてなし体験プログラム》 

① 上野三碑 訪問  

② 高崎だるま作り体験 

③ 榛名神社訪問 御神水おみくじ体験 

《番組に反映した障がい者視点》 

2017 年春にオープンする高崎駅前に新設されたバリアフリー対策が施された体育館施設 

「高崎アリーナ」を取材し、番組内で紹介。 
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【放送・配信】 

◆放送チャンネル】   J:COM テレビ（地上波無料放送）＊全国約 1350 万世帯  

札幌・仙台・関東エリア 10ch／関西・福岡・北九州エリア 12ch／ 

下関エリア 111ch、熊本エリア 11ch  

◆放送スケジュール     #1  12 月 18 日（日）15:00-15:30 

                 #2  12 月 25 日（日）15:00-15:30 

◆インターネット配信  Youtube で公開 

◆配信スケジュール   【日本語版】2016 年 12 月 28 日～ 6 か月間 

【英語字幕版】2017 年 2 月 18 日～6 か月間 

 

効果と課題 

効果  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番組制作、放送後に効果測定調査を実施した。ホストタウンプロジェクトが地域活性化に資する意

義・価値に関する理解促進効果などを報告する。 

 

《検証方法》 

1.視聴モニターへのアンケート調査によるオリパラ機運醸成および地域文化・ホストタウン認知状

況検証 

2.各ホストタウン番組ロケに参加した相手国人へのアンケート調査による認知変化、意識変化検

証 

 

１．視聴モニターへのアンケート調査実施 

◆調査方法   視聴モニター E メールアンケート調査 

◆調査対象   視聴モニター （J:COM テレビ視聴モニター5000 人） 

◆有効回答数 1223 人 （フリーアンサークロス集計はランダム抽出 200 人で実施） 

 

▼「実施計画書」記載内容▼ 

《検証対象効果》 

１）地域レガシー再発見を通じた地域住民におけるプライド涵養及び東京オリパラ機運を醸成 

２）ホストタウンプロジェクトが地域活性化に資する意義・価値に関する理解促進効果 

３）番組視聴者へのアンケート調査によりオリパラ機運醸成および地域文化・ホストタウン認知状況を

検証 

４）交流プログラムに参加した外国人へのグループインタビュー等により認知変化、意識変化を検証 
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Ｑ15．「おもてなし」について考えた経験（全体／単一回答）

はい いいえ 無回答

(%) 

全体 （n=1223)

男性 （n= 921)

    20代 （n= 96)

    30代 （n= 282)

    40代 （n= 417)

    50代 （n= 117)

    60代 （n= 8)

女性 （n= 270)

    20代 （n= 27)

    30代 （n= 99)

    40代 （n= 114)

    50代 （n= 27)

    60代 （n= 2)

北海道 （n= 72)

東北 （n= 9)

南関東 （n= 560)

北関東・甲信 （n= 33)

近畿 （n= 406)

中国 （n= 16)

九州 （n= 109)

関心者 （n=1063)

非関心者 （n= 143)

※北陸、東海、四国、沖縄はｎ＝0のため非掲載

性
年
代
別

エ
リ
ア
別

東
京
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク

関
心
度
別

25.9

24.2

29.2

23.0

24.7

20.5

37.5

31.5

40.7

24.2

37.7

22.2

―

20.8

―

28.6

51.5

24.1

18.8

18.3

28.2

7.7

71.6

73.6

69.8

75.5

72.4

77.8

62.5

67.0

59.3

73.7

60.5

77.8

100.0

72.2

100.0

69.8

45.5

73.9

81.3

80.7

69.6

90.9

2.5

2.2

1.0

1.4

2.9

1.7

―

1.5

―

2.0

1.8

―

―

6.9

―

1.6

3.0

2.0

―

0.9

2.2

1.4

 

 

 

 

 

 

 

２．各ホストタウン番組ロケに参加した相手国人へのアンケート調査実施 

◆調査方法  E メールアンケート調査 

◆調査対象  各ホストタウン番組ロケに参加した相手国 7 人（スイス 2 人 ポーランド 5 人） 

◆有効回答数 6 人（スイス 2 人 ポーランド 4 人） 

◆調査主要項目 

①各地域文化の理解状況 ②ホストタウン認知理解状況 ③日本の印象変化状況 

④2020 年東京オリンピック・パラリンピック大会への興味関心状況 

◆調査時期  英語字幕版 youtube 配信後 （2017 年 2 月 18 日～2 月 24 日） 

 

《検証結果》 

１．視聴モニターへのアンケート調査結果 

  

◆調査主要項目 

①2020年東京オリンピック・パラリンピック大会ホスト国意識状況 

②ホストタウン認知理解状況 

③各地域文化の理解促進・関心変容状況 

◆調査時期   

2016年 12月 25日～2017年 1月 20日 
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① 2020 年東京オリンピック・パラリンピック大会ホスト国意識状況 

上記データでの注目点は、「東京オリンピック・パラリンピック関心度」が高い人の回答では、関心

度の低い人より、「おもてなし」について考えた経験があるという回答が約 4 倍に達することである。

関心度の低い人に対して、番組がどのような意識変化をもたらしたのかは、次に示すデータからわ

かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番組を見ることにより、東京オリンピック・パラリンピックへの関心度が低かった視聴者が、「日本各

地の良さを知ってもらうことも重要」「ホストタウンシステムの良さ＝地域活性化、外国を知るきかっけ

になる」という点について気づき、意識変化を起こしたことが見てとれる。 

 

② ホストタウン認知理解状況 

番組視聴前は、「ホストタウン」認知者は全体の 21.6％だったが、視聴後の「ホストタウン」関心度

は 72.2％となり、番組視聴によりホストタウンへの理解が促進された。 

 

Ｑ16．「おもてなし」するにあたり、番組を見て、発見や気づいたこと、考えたこと（全体／自由回答）

自
国
開
催
楽
し
み
・

幸
福
感

身
近
な
場
所
、
地
域

で
も
お
も
て
な
し
は

で
き
る

日
本
各
地
の
良
さ
を

知
っ
て
も
ら
う
こ
と

も
重
要

外
国
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

―
シ
ョ
ン
の
必
要
性

国
と
自
治
体
の
役
割

分
担
の
明
確
性
／
取

組
の
重
要
性

H
T
シ
ス
テ
ム
の
良

さ
（
地
域
活
性
化
、

外
国
を
知
る
き
っ
か

け
に
な
る
）

自
分
の
地
域
に
関
心

を
持
つ
必
要
性

在
住
外
国
人
が
勧
め

る
地
域
の
魅
力
に
着

目
す
る
必
要
性

「
お
も
て
な
し
」
の

心
を
持
つ
必
要
性

そ
の
他

全体 （n= 200) 1.0 10.5 17.5 2.5 2.5 27.0 13.0 2.0 3.0 21.0
男性 （n= 141) 0.7 9.9 17.0 1.4 3.5 27.0 13.5 1.4 4.3 21.3
    20代 （n= 11) - - 27.3 - - 18.2 18.2 9.1 9.1 18.2
    30代 （n= 49) - 10.2 16.3 2.0 2.0 28.6 16.3 - 2.0 22.4
    40代 （n= 65) 1.5 10.8 12.3 1.5 4.6 30.8 7.7 1.5 4.6 24.6
    50代 （n= 15) - 13.3 33.3 - - 13.3 26.7 - 6.7 6.7
    60代 （n= 1) - - - - 100.0 - - - - -
女性 （n= 51) 2.0 11.8 17.6 5.9 - 25.5 13.7 3.9 - 19.6
    20代 （n= 3) - - - - - 66.7 - - - 33.3
    30代 （n= 23) 4.3 8.7 17.4 - - 34.8 4.3 8.7 - 21.7
    40代 （n= 20) - 15.0 15.0 15.0 - 10.0 25.0 - - 20.0
    50代 （n= 3) - - 33.3 - - 33.3 33.3 - - -
    60代 （n= 1) - 100.0 - - - - - - - -
北海道 （n= 9) - 11.1 22.2 11.1 11.1 33.3 11.1 - - -
南関東 （n= 100) 2.0 7.0 22.0 2.0 3.0 30.0 11.0 1.0 3.0 19.0
北関東・甲信 （n= 7) - 14.3 28.6 - - 14.3 14.3 14.3 - 14.3
近畿 （n= 55) - 12.7 10.9 1.8 1.8 20.0 16.4 1.8 3.6 30.9
中国 （n= 3) - - - - - 33.3 - - - 66.7
九州 （n= 24) - 16.7 12.5 4.2 - 29.2 16.7 4.2 4.2 12.5
関心者 （n= 173) 1.2 11.0 17.3 2.3 1.7 28.3 13.9 2.3 3.5 18.5
非関心者 （n= 24) - 4.2 20.8 4.2 8.3 16.7 8.3 - - 37.5
※東北、北陸、東海、四国、沖縄はｎ＝0のため非掲載

性
年
代
別

エ
リ
ア
別

東
京
オ

リ
ン

ピ
ッ
ク

関
心
度

別

0

10

20

30(%)
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③ 各地域文化の理解促進・関心変容状況 

#1 京都府・大山崎町 

番組視聴前は「大山崎町」を知っている人は全体の 3 割未満だったが、視聴後の訪問意向は全

体の 6 割以上となった。69.7%という高い認知があった近畿エリアでも、視聴後の訪問意向は

71.7％と増えており、新たなまちの魅力を知ることで、既知者においても興味関心が高まることがわ

かる。 

番組内で紹介した「大山崎町」の７つの魅力ポイントに関して、視聴者にとってほとんどが初めて

知る情報であり、特に大山崎町がある近畿エリアにおいても、天王山の歴史以外の項目はあまり知

られておらず、またホストタウン相手国であるスイスに関連する情報（フェンシング含む）は、8 割以

上の近畿エリア視聴者が知らなかったことが判明した。近隣圏でも、「ホストタウン」視点で情報を伝

えることで、新たな興味喚起促進につながる可能性があるといえる。 

 

#2 群馬県・高崎市 

高崎市は、視聴前の認知度が高く、大山崎町とは異なる傾向が見られた。地理的に離れている

北海道、近畿、中国、九州の 4 エリアにおいて、番組視聴により訪問意向が生じた。知名度のある

まちでも、ホストタウン視点でまちの魅力を多面的に伝える番組視聴を通じて、地理的に離れたエ

リアからの交流人口を増やすことができる可能性がある。 

視聴者の 71.4％が高崎市のことを視聴前に知っていたにもかかわらず、番組内で紹介した市の

魅力ポイントのうち「だるま生産量日本一」以外の項目を知っていた視聴者は 30％程度に留まった。

特に、ホストタウン視点（ポーランドとの類似比較）で紹介した「アジア各国との交流の跡」は、回答

者の 83.7％が知らなかった情報であり、ホストタウン視点で情報を紹介することにより視点が広がる

ことが示唆される。 

 

２．各ホストタウン番組ロケに参加した相手国人へのアンケート調査結果 

【回答者基本情報】 対象者：番組ロケに参加した外国人 7 人 ／ 有効回答数：6 人 

訪問地を事前に知っていたのは日本渡航歴 6 回以上で現在日本在住のポーランド人女性のみ

であったが、訪問後には、再訪問意向、他者への推奨意向について、6人中 5人が「意向あり」とい

うポジティブな意識変容が見られた。「いいえ」を選んだ 1 人も、もし次回日本訪問機会があるのな

ら、今回の訪問地も良かったが、別の場所を訪問してみたい、という理由であり、回答者全員が訪

問地での観光体験等に非常に満足していたといえる。 
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2 つの訪問地に共通していえることは、自ら手足を動かし、かつ、地域の人と交流する、本物に触

れるなど、そのまちならではの体験は強く印象に残っているということである。今後、ホストタウンが

相手国との文化交流を図っていく際に、地域住民や、その地域のプロフェッショナルたちを巻き込

みながら、記憶に残る体験を企画検討することが望ましいといえる。 

 

ホストタウン認知理解状況  

2020 年東京オリンピック・パラリンピックに向けて、「ホストタウン」の取組が日本において始まって

いることを回答者 6 名全員が知らなかったが、このホストタウン番組ロケに参加することで、ホストタ

ウンの取組を理解したとの回答が得られた。 

番組ロケ参加前に関心がなかった 1 人が、参加後に「関心あり」に変化するとともに、参加前にす

でに関心があった 1 人が、参加後に「さらに関心あり」に変化した。 

 

課題 

①実施内容の効果を高めるための課題 

全体の 78.2％の視聴者が、今後もこのホストタウン番組を視聴したいと回答しており、高い視聴が

見込める。しかしながら、東京オリンピック・パラリンピックへの非関心者においては、視聴意向は

45.5％に留まっており、さらなる視聴拡大を図るには、大会そのものへの関心を高める取り組みが

必要である。 

 

 

 

 

 

 

▼#1 大山崎町 印象に残った体験 ▼#2 高崎市 印象に残った体験 
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さらに番組視聴意向をアップさせるための要素として、「面白さ、楽しさ、歴史・食・グルメ情報」と

Ｑ21．番組をもっと見たいと思う要素（全体／自由回答）

地
域
の
声
（
首
長
、

自
治
体
、
住
民
）
を

反
映

相
手
国
の

(

選
手

)

情
報
、
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リ
ン
ピ
ッ

ク
情
報
（
ス
ポ
ー

ツ
）

地
域
の
良
さ
、
特
徴

視
聴
者
参
加
型

面
白
さ
／
楽
し
さ
／

歴
史
・
食
・
グ
ル
メ

情
報

す
べ
て
の
H
T
紹

介
、
H
T
取
組

詳
し
さ
、
内
容
の
深

さ 出
演
者
の
工
夫

外
国
と
地
域
の
交

流
、
外
国
人
視
点

そ
の
他
（
特
に
な
し

含
む
）

全体 （n= 200) 4.0 5.0 6.5 1.0 18.5 4.0 4.0 10.0 12.5 34.5
男性 （n= 141) 3.5 6.4 6.4 0.7 18.4 5.0 5.0 10.6 13.5 30.5
    20代 （n= 11) 9.1 9.1 9.1 - 18.2 - - 27.3 - 27.3
    30代 （n= 49) 2.0 4.1 6.1 - 16.3 2.0 6.1 10.2 20.4 32.7
    40代 （n= 65) 4.6 3.1 4.6 1.5 21.5 9.2 4.6 9.2 9.2 32.3
    50代 （n= 15) - 26.7 13.3 - 13.3 - 6.7 6.7 13.3 20.0
    60代 （n= 1) - - - - - - - - 100.0 -
女性 （n= 51) 3.9 2.0 5.9 2.0 21.6 2.0 2.0 9.8 11.8 39.2
    20代 （n= 3) 66.7 - 33.3 - - - - - - -
    30代 （n= 23) - 4.3 4.3 - 21.7 - - 13.0 8.7 47.8
    40代 （n= 20) - - - 5.0 25.0 5.0 - 10.0 15.0 40.0
    50代 （n= 3) - - 33.3 - 33.3 - - - 33.3 -
    60代 （n= 1) - - - - - - 100.0 - - -
北海道 （n= 9) - 11.1 - - 33.3 - - 11.1 - 44.4
南関東 （n= 100) 3.0 3.0 9.0 2.0 19.0 6.0 4.0 11.0 9.0 34.0
北関東・甲信 （n= 7) 28.6 14.3 14.3 - 28.6 - - - - 14.3
近畿 （n= 55) 3.6 7.3 3.6 - 10.9 1.8 5.5 5.5 21.8 40.0
中国 （n= 3) - - - - 33.3 - - - 33.3 33.3
九州 （n= 24) 4.2 4.2 4.2 - 25.0 4.2 4.2 20.8 12.5 20.8
関心者 （n= 173) 3.5 5.2 5.2 1.2 19.1 3.5 4.6 11.0 12.7 34.1
非関心者 （n= 24) 8.3 4.2 16.7 - 16.7 8.3 - 4.2 12.5 29.2
※東北、北陸、東海、四国、沖縄はｎ＝0のため非掲載

性
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Ｑ20．番組視聴継続意向（全体／単一回答）

はい いいえ 無回答

(%) 

全体 （n=1223)

男性 （n= 921)

    20代 （n= 96)

    30代 （n= 282)

    40代 （n= 417)

    50代 （n= 117)

    60代 （n= 8)

女性 （n= 270)

    20代 （n= 27)

    30代 （n= 99)

    40代 （n= 114)

    50代 （n= 27)

    60代 （n= 2)

北海道 （n= 72)

東北 （n= 9)

南関東 （n= 560)

北関東・甲信 （n= 33)

近畿 （n= 406)

中国 （n= 16)

九州 （n= 109)

関心者 （n=1063)

非関心者 （n= 143)

※北陸、東海、四国、沖縄はｎ＝0のため非掲載

性
年
代
別

エ
リ
ア
別

東
京
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク

関
心
度
別

78.2

79.7

80.2

74.8

82.0

81.2

100.0

76.3

74.1

71.7

78.1

88.9

50.0

81.9

77.8

74.6

84.8

82.0

81.3

82.6

83.1

45.5

19.4

18.7

19.8

23.0

16.3

17.1

―

21.5

25.9

26.3

19.3

7.4

50.0

15.3

22.2

23.0

9.1

17.2

18.8

15.6

15.2

51.7

2.5

1.6

―

2.1

1.7

1.7

―

2.2

―

2.0

2.6

3.7

―

2.8

―

2.3

6.1

0.7

―

1.8

1.7

2.8
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いう項目が、他の項目と比して高かった。ホストタウン視点でまちの魅力ポイントを伝えることに加え、

旅行マインドを喚起させる情報を取り入れることで、視聴拡大につながる可能性がある。今後の検

討課題としていきたい。 

 

④ 試行プロジェクトの取組を普及させる上での課題 

調査から、ホストタウンの取組について知っていた人は 15.7％だった。また、東京から距離が離れ

ているエリア、特に北海道（6.9％）、九州（11.0％）ではホストタウンの取組についてほとんど知られ

ていないことがわかった。これらのエリアには、20 のホストタウン（全ホストタウンの約 14%）がある。 

 

将来計画 

①実施内容の効果を高めるための課題 

【課題Ａ】 

視聴モニター調査結果より、番組の継続視聴意向は 8 割近くに上り、この結果だけを見ると、今

回の番組プロジェクトを継続した場合、高い継続視聴が見込まれ、ホストタウン推進への貢献も期

待できるが、東京オリンピック・パラリンピックへの非関心者においては、視聴意向は 45.5％に留

まっており、さらなる視聴拡大を図るには、大会そのものへの関心を高める取組が必要である。 

【課題 B】 

視聴モニター調査結果より、番組視聴促進追加要素として、「面白さ、楽しさ、歴史・食・グルメ情

報」といった旅行マインドを喚起させる情報を追加することを望む声が多かった。さらなる視聴拡大

に直接つながるポイントであるため、今後の制作課題としていきたい。 

 

【課題Ａに関する対策】 

東京オリンピック・パラリンピック競技大会そのものへの関心を高めるためのアプローチとして、「お

もてなし」について、自分ごととして考える契機啓発を行うことが、大会そのもの、そして「ホストタウ

ン」取組への関心を同時に高めることができ、有効な対策であると考える。 

視聴モニター全回答者の中から、ランダム抽出 200 名に対して、「おもてなし」について自由記述

回答を募り、集計した。おもてなしについて考えた経験がないと回答した 133名の回答は「考えたこ

とがない、わからない」41.4％、「実感がわいていない」17.3％などだった。《その他》に分類したフ

リーアンサーをグルーピングし、主だった意見を以下に列記する。 

 

１）不信感から生じている意見 

●オリンピックの時期だけ、各自治体で取組を行うことが納得できない。 

●東京オリンピック開催に関し、東京都自体の受け入れ活動に違和感があり、「おもてなし」を考

える意識にまで至らない。 

●オリンピックに係るごたごた報道が多く、他人事と捉えているから。 

2）自身の個人的状況（仕事が多忙、家庭の対応優先）から生じている意見 
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●ガイド、通訳等に興味はあるが、仕事をしながら行うのは現実的に難しい 

●独身時代なら「おもてなし」活動に時間をさけたが、家庭を持った今は難しい。 

3）「観戦視聴して楽しむ」という意識レベルに留まっていることから生じている意見 

●オリンピック・パラリンピックは参加というより、スポーツ観戦と思っていたので。 

 

【課題Ａに関する提案】 

「おもてなし」についてのネガティブ意見をポジティブに変化させるためには、「おもてなし」の具

体的なイメージを持ってもらうことが重要である。具体的なイメージを伝えるために、各地のおもて

なし実例（自治体、地域団体、個人）を、今回制作放送したホストタウン番組をはじめ、複数多数の

メディアで継続的に取り上げていくことが必要である。特に「身近」な「おもてなし」取組例を伝えて

いくことが、「自分ごと」化する上でのハードルをさげることにつながるため、地域密着メディアである

ケーブルテレビの地域ニュース番組等において、「おもてなし」に関する地域の様々な取組を丁寧

に取り上げ続けることを提案としたい。 

 

【課題 B に対する対策・提案】 

ホストタウンの取組や魅力ポイントに加え、そのホストタウンを「実際に訪問してみたい」と思わせる

内容を具体的に検討していきたい。しかしながら、数多ある観光情報番組と、このホストタウン番組

は、目的が異なるため、旅行マインドを喚起させる要素の絞り込み、加え方など、観光情報番組と

は異なる工夫、差別化が必要である。 

 

②試行プロジェクトの取組を普及させる上での課題 

視聴モニター調査結果より、東京から距離が離れているエリア、北海道、九州では、ホストタウン

の取組についてほとんど知られていないことが判明。これらのエリアには、20 のホストタウン（全ホス

トタウンの約 14%）があり、弊社が運営しているケーブルテレビエリア外のホストタウンが 16 も存在し

ている。弊社運営のケーブルテレビではカバーできないため、対策を講じる必要がある。 

 

【対策・提案・・・電波放送の枠内で考える場合】 

重点的に取り組むべき北海道、九州において、まず、20 のホストタウンのうち、弊社運営ケーブル

テレビエリア外の 16 のホストタウンがあるエリアの他社ケーブルテレビ事業者や地上波ローカル放

送局に連携を働きかけ、番組を共同で制作放送する。北海道、九州以外のエリアでも、順次、同様

の取組を行っていく。 

 

【対策・提案・・・電波放送の枠外で考える場合】 

北海道、九州のみならず、現時点の全国登録ホストタウン138団体をすべてホストタウン番組で取

り上げていくことを視野に入れた場合、今回の試行プロジェクトでも実施した放送と動画配信の併

用により課題を解決することができる。弊社運営ケーブルテレビエリア内では、放送と動画配信の
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併用、エリア外では、動画配信を主体に、弊社制作の配信用動画の地域放送を目指して、他社

ケーブルテレビ事業者や地上波ローカル放送局と協議の上、交渉成立した場合は、そのエリアの

ローカルメディアでの放送も行う。 

以上
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外国人にもわかる“和の住まい文化劇場” 

―大阪くらしの今昔館と吉田家住宅で紡ぐ和の住まい文化 体感 to共感― 

大阪市住宅供給公社 

 

実施団体 大阪市住宅供給公社 

実施時期 2017年 2月 

場 所 大阪府 

概 要 歴史的な住まい空間を舞台に、町人の暮らしぶりを描く参加型の演劇

シーン、多言語対応の ICTサブシステム、衣・食・住・遊・学の暮ら

し体験プログラムをセットで展開。和の生活文化を外国人に伝える際

の問題点等や相互交流のあり方を、演劇手法を導入して実践的に検証

し、2020年には本プロジェクトを通年事業として実施するなど、異文

化コミュニケーションの共創と深化を目指す。 

効果検証方法 参加型劇場の外国人体験者からの意見･コメント、総括シンポジウムを

通じて、異文化コミュニケーションの課題抽出と解決策の検証を行う。

更にその結果を全国の文化施設のインバウンド対応に示唆を与える情

報提供を行う。 

 

試行プロジェクトの概要 

実施目的 

日本文化の紹介は、これまで、古典芸能の鑑賞、伝統技術の体験、和食体験などさまざまな

プロジェクトが実施されてきた。しかし、日本文化の基盤をなす和の住まい、暮らしやもてなしの

生活文化を取り上げ、その魅力を発信したものは極めて少ない。外国人が自国の暮らしぶりと

比較しながら日本の生活文化を体感することができれば、知識だけの理解では得られない、大

きな共感を喚起するとともに、新たな文化創造の可能性を開くことが期待できる。 

一日平均 1,000 人以上の外国人観光客が訪れる大阪くらしの今昔館では、字幕入りのガイ

ダンス映像・案内リーフレット・音声案内のほか、QR コードを活用した展示解説などのさまざまな

施策を実施している。生活文化のさらなる理解を可能にするものとして共創型のプログラムを打

ち出した。その経験は、他の同種の施設やイベントにおいても活用できると考えられる。 

本プロジェクト“和の住まい文化劇場”では、歴史的な住まい空間として、今から約 200 年前

の江戸時代の町家を実物大で再現した「大阪くらしの今昔館」と、約 100 年前に建設され国指

定の登録有形文化財であり現在も生活の場として生きている「吉田家住宅」を組み合わせて活

用することとした。 

今昔館の江戸時代フロアにおける、多言語対応 ICTサブ

システムを活用した参加型演劇と、吉田家住宅の和室を

使った食・住・遊・学の暮らし体験プログラム、さらには、各

プログラムの実施状況や体験者の意見等を踏まえた総括シ

ンポジウムを開催することにより、和の生活文化を外国人に
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伝える際の問題点や日本人と外国人の相互交流のあり方を検討し、異文化コミュニ 

ケーションの共創と深化を図ることを目的とした。 

 

 

 

 

 

 

取組み内容 

（１）「大阪・和の暮らしを体験する会」の開催（2 月 4、5、6 日） 

Ａ．大阪くらしの今昔館を舞台に参加型演劇手法による異文化コミュニケーションの開発  

 リアルに再現された江戸時代の大坂のまちを舞台に、外国人が当時の町人の生活文化を描く

演劇シーンの一員として参加。外国人の理解を深めるため、４カ国語対応のナレーション・ガイダン

ス映像やタブレットによる解説などの多言語対応を実施した。 

・江戸時代の大坂のまちを実物大で再現した今昔館を舞台に、“大坂町家劇場”を展開 

・参加者は和服を着付け、江戸時代の日常にタイムスリップし演劇シーンに参加 

・ガイダンス映像による町と文化の多言語解説、タブレットを用いた演劇の多言語解説 

 

 外国人モニターとして、3 日間で 60 名を募集するにあたり、各国の在阪総領事館や文化セン

ター、関西領事団、大阪国際交流センター、大阪・神戸・京都の大学、小中学校の外国人教員、

日本語学校など、外国人にコンタクトのある関係先にチラシおよび E-mail により案内・依頼を行い、

Webサイトおよび Fax による募集を実施した結果、22か国・地域、91人の応募があった。 

 

Ｂ．吉田家住宅での和の暮らし体験プログラムによる異文化コミュニケーションの開発 

 和の生活文化の歴史が、今も生活の場に生きている吉田家住宅（国登録文化財）を訪ね、食・

住・遊・学の和の暮らし体験プログラムを通して、和の生活文化の現場に触れられるプログラムを展

開した。 

・環境に親和した住文化（しつらい）、和風座敷での行事体験 

・住まいが育む精神文化、和室の作法や書道・茶道体験 

・住まいを舞台に、現代に続く上方芸能（上方舞）を体験 

 

（２）「上方の生活文化」を考えるシンポジウムの開催（2 月 8 日） 

 上記（１）の記録映像を用いながら、演者・参加者にも加わっていただき、「大阪・和の暮らしを体

験する会」によって発見された、異文化コミュニケーションにおける問題点や相互交流のあり方を、

多言語表現の専門家とともに検証。同手法の実装化と普及に向け、参加者との討論を実施した。 

・会場は大阪市立住まい情報センターのホールを使用 
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・参加型演劇及び体験プログラムによる異文化コミュニケーションの成果検証 

・日本の歴史・文化の意味を的確に伝えるネイティブ表現のあり方検証 

・市民と外国人来館者が相互に学び共感を育む仕組みづくり 

 

（シンポジウムの構成） 

・「大阪・和の暮らしを体験する会」の振り返り（映像） 

・問題提起「大阪・和の暮らしをいかに学ぶか」 

・書道、茶の湯、上方舞、和食、音楽から学ぶ（実演、和食は事前に映像を撮影） 

・外国人とともに「和の住まい文化」について考える

  

シンポジウム会場                            討論会 

 

 

効果と課題 

効果  

「大阪・和の暮らしを体験する会」および「上方の生活文化」を考えるシンポジウムのプロセス観

察と参加者へのアンケートを行い、これらにより効果検証を実施。 

 

（１）体験会のアンケート結果 

①着物の着付け 平均 4.8 点（５段階評価の平均点：以下同じ） 

・着物の着付けに対しては満足度も高く、着物を着て今昔館を歩き演劇を見るという手法が効

果的であったことが確認できた。 

・代表的なアンケート回答として、「本物の着物を着るのは初めで楽しかった、うれしかった」、

「着付けが丁寧だった」といった一般的な感想の他に、まるで「昔の町に戻った感じ」、「町家

の雰囲気にとけこめた」、「タイムスリップして江戸の町にやってきたかのよう」、「着物の上に

家紋が付いていることも初めて知った」、「着物を着る時のルールも勉強になった」といった回

答が得られた。 

②ガイダンス映像 平均 4.6 点 

・多言語対応のガイダンス映像は昔の暮らしの理解に役立ったことが検証できた。 
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・代表的なアンケート回答として、「見学の前に、詳しい映像、詳しい説明があり、わかりやす

かった」、「母国語のアナウンスがあって意味が分りやすい」、「韓国の話の説明があってとて

も分かりやすかったし、今昔館の意味ももっと理解するようになりました」、という意見があっ

た。 

・さらには、「江戸時代の大坂の生活、大阪商人と町人の暮らしかたと日常を知れた」、「昔の

建物が細部にもこだわって再現されている」、「日本人の知恵を表していると思う」、「“日本ら

しさ”が感じられた」、「保存しなければならない産物があると思います」、といった回答が得ら

れた。 

③大坂町家劇場 平均 4.8 点 

・演劇を通して当時の暮らしぶりを体験していただくと      

いう狙いは、満足度の高さ、コメントの内容から見て、     

十分に実現できたものと考えられる。 

  ・代表的なアンケート回答として、「劇場という形で直観   

的に大坂町家の風景を伝えてもらって、非常に分り     

やすかったと思います。そして、おもしろいです」、という意見があった他に、「笑いの中から

商人の町大阪のあり姿が見えた」、「昔の人々の生活を詳しく理解できた」、「役者の方々がと

ても面白く、大阪の商人たちの熱を感じました」、「芸人さんが演じられたので、本物の雰囲

気がより濃く感じられてよかった」、「実際に昔の日本にいる感じだったので、すごく楽しかっ

た」、「昔の生活を連想できて良かった」、「江戸時代の商業の都といえる大坂の商業の繁栄

をこまかく体験させてくれた」といった回答が得られた。 

・一方で、タブレットの解説を見るよりも、言葉がわからなくても目の前の演劇に引き込まれて

いる方が多く、多言語による解説の手法、タイミングについて再検討が必要と考えられる。 

④吉田家住宅 平均 4.7点 

・生きている住まいを舞台に体験プログラムを実施した効果が確認できた。 

・アンケートへの回答では、「100年前の日本住宅を拝見できて、日本文化への理解がよく深く

できた」、「日本家屋の生活の過し方がわかった」、「歴史感を感じました」、という意見の他、

「そこで短時間でも日本の文化に触れ、体験できるのはとても興味深い特別な試みだと思う」、

といった体験プログラムへの評価、日本家屋の特徴が体感できたという回答が得られた。 

・さらには、「百年ぐらいの住宅が今でも丈夫で使えることは驚くべき」、「次世代に残して守る

意識が高く、元のままに保存できて感動」、「昔の建物だがすごくきれい」、「もっと長く存在で

きるように」、「現代のマンションの間に 100 年前の家がきれいに守られてすごい」、「古い住

宅が保存され、きれいに使われていることに感動した」、「部屋が大きくも小さくも使える」、

「縁側と座敷の活用でとても温もりがある事だと思う」、との感想もあった。 
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書道の体験                          茶の湯の体験 

⑤書道 平均 4.74 点 

・生きた住まいの中で書道の体験をすることの効果が確認できた。 

・アンケートでは、「色紙に自分で書いた物が記念品になってとても良かった」、「先生が丁寧

に教えてくださいました。やさしいし、聞きやすいので面白かった」、という意見の他、「座って

すぐにできるようにセッティングもされており、初めての人でもすぐに取り組めるのが良かっ

た」、「漢字の美しさがよくわかりました」、「中国にも書道があるが、書いたことがないので、中

国人としての私にとてもいい経験だった。また筆の握り方も少し中国と違い、縦の書き方も気

づきました。中国との書道がどう違いが教えていただければ、より良いと思いました」といった

回答があった。 

⑥茶の湯 平均 4.7 点 

・生きた住まいでの茶の湯の体験に関しては、アンケート結果から、概ね高い満足度が得られ

たものの、「ほんとに珍しい経験でした。でも説明がちょっとだけ足らない感じ」という指摘が

あった。通訳や解説の入れ方について、改善策を検討したい。 

・また、「日本のおもてなし方を体験し「和」の意味を体験できました」、という回答が多数あった

ほか、「日本のお茶は日本人のまじめな性格を体現している」、「単純にお茶を飲むだけじゃ

なくて、感謝する気持ちも大変重要」、「本格的なお手前を受けられて、日本人の所作も学べ

て良かった」、「茶道が人を落ちつかせることを感じた」、「優雅で作り方を見るだけで和を感

じた」、「お茶を飲みながら、茶道の知識を教えていただいて、すごく楽しく勉強できた」、「茶

道とは静かで、敬意もってやりました」、といった、体験したからこその回答が多く見られた。 

⑦上方舞 平均 4.54 点 

・アンケートに、「少し長かった」、「内容が少し分りにくかった」、「意味がわからない」、という意

見があったことから、シンポジウムでは、上方舞の説明、所作の解説を事前に行うよう改善。

プログラムによっては、事前説明がないと理解しにくいものがあることを改めて確認できた。 

・一方で、「とても美しい動きだと思いました。いろいろな表情があって、深い意味の舞と感じま

した」、「優雅な舞いで、日本人の伝え方、読み取り方が違うことを感じた」、「動よりも静の文

化 も踊りの中にあり、上方文化を観て、日本の伝統を感じられるのはとてもユニークだと思う」、

「まだ知らない日本の文化が多くあるなと分かりました」、「とても魅力的です。一人でさまざま

な役を演じるのはすばらしかったです」、といった、上方舞への高い評価、理解が確認できる

－159－



 

 

 

 

回答も多数得られた。  

⑧今回学んだこと 

・日本文化への関心が深まったという回答を多数得られ、「大阪・和の暮らしを体験する会」の

狙いが概ね理解されたことが確認できた。 

・アンケートでは、「茶道の礼儀マナーなど日本の礼儀作法を生活の中に取組みたい」、「日

本人の小さいことでも真剣に対応する姿に惹かれて自分の生活でも活かしたい」、「日本/大

阪のいいところを自国にピーアールして、伝統を守ろうと提唱します」、「異文化と伝統的な文

化は両方大事だと思います。日本の文化をもっと学んで体験したいと思います」、「大阪の町

の歴史。建物の特徴。家の中の空間を有効に使うこと。大阪の昔の住宅についてもっと詳し

く知りたい」、「木造住宅の構造を深く知った」、「畳の上の体感、木造住宅の精神的なメリット

が深く感じた」、「日本の昔の文化（暮らし文化）について非常に勉強になる、これからの日本

人との会談の中で役立つと思います」、「日本文学を勉強していますが、私の専門勉強にと

ても役にたつと思います」、といった回答があった。  

⑨今後どのようなプログラムに参加したいか 

・「本日の体験会のような文化プログラムに、今後どのようなものに参加されますか。（複数回答

可）」という質問に対し、着物の着付け、伝統芸能、音楽、踊りを抑えて、日本建築・和風住宅

の見学ツアーがトップとなり、生活文化プログラムは、日本料理と同率の 2 位となった。プログ

ラムの体験による効果を強く反映しており、今後のプログラム立案にも参考になる結果となっ

た。 

・日本建築・和風住宅の見学ツアー          79.6％ 

・畳の上での華道・茶道などの生活文化プログラム 70.4％ 

・本格的な日本料理                    70.4％ 

・本格的な着物の着付け                  66.7％ 

・文楽・能などの伝統芸能                  38.9％ 

・日本の音楽                          31.5％ 

・本格的な踊り                         31.5％ 

⑩プログラムの受講料 

・「そのような文化プログラムや体験会の受講料がどれくらいであれば、参加しようと思われま

すか？」との質問に対して、5000円が９件、3000円～4000円が６件、2000円～2990円が 10

件、1500 円が 8 件、1000 円以下が 13 件、平均では 2350 円という結果となった。体験会参

加者に留学生が多かったこともあり、多くの費用負担は難しいことが確認できた。 

 

(2)体験会サポートスタッフによる行動観察およびインタビュー 

・「違いもあれど、似ている部分も多くある」という感想から、似ているモノが自分の文化にある

かという視点が理解の一助として大きいことが確認できた。日本文化に触れ、違いを感じて

驚き楽しい、という部分と、似ているところを発見しうれしい、という部分があったのではないか
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と推測される。 

・「日本に数年暮らしていても、伝統文化に触れる機会がなかったが、今回初めてこうした機会

に出会うことができた」、「博物館のイベントに何度か参加したことがあるが、今回の体験会が

ベスト」、という意見があった。現在の暮らしの基層にある生活文化の連続性に対する関心の

高さや、そうした関心に応えるための博物館とリアルな住まい・暮らしを連続させたプログラム

の重要性を感じた。 

・参加者が帰り際に残した、「とても面白かった。住まいを入り口にすることで、書やお茶や舞

などを（一般には生活と切り離された敷居の高いものになっているが）、生活との連続性の中

で感じ取ることができ文化として近づきやすいものになることがわかった」という感想は、住ま

いに根差した和の文化体験がもつ意味に迫っていて、重要な指摘と考えられる。 

・そのほか、「大坂のまちが狭いこと」が合理性（コンパクトなまちや長屋）、活気、人と人の距離

感の近さなどを育んだという説明を通じ、建具に見られる大工の技術のレベルの高さや、狭

い空間を有効に活用する住まいの知恵に対する関心の声があった。 

・歴史・文化の「体験」や、所作の文化的な意味への関心が高く、文化的ルーツやアイデン

ティティについて学ぶ機会を求めている外国人が多いという新たな気付きがあった。 

 

(3)シンポジウムのアンケート結果 

①問題提起 

・永い歴史の中で築き上げられてきた上方文化を、“生活の場＝住・すまい”という視点で学

習し、次の時代に伝えていく重要性の提起を行った。 

・アンケートでは、「五感に直接訴える内容で、わかりやすく、かつ文化の違いによる誤解も招

きにくい」、「今学ばなければ学べなくなっていく、畳の生活しなくなった。どんどん変わって、

昔のことを忘れていく危機感を感じました」、「和の暮らし、日本建築の空間への理解に果た

す博物館の役割が大きい」といった回答から、外国人が日本建築等に興味が高いことが再

認識できた。  

②印象に残ったプログラム（アンケート項目） 

・「今昔館での演劇、上方舞、書道パフォーマンス、茶の湯、江戸時代の大坂料理、「400年前

の音楽」、それぞれ印象に残った。説明があって良かった」、「外国人・日本人の参加者の意

見を聞き、相互の考え方、問題点を知ることができた」

という回答があった。 

・「視覚、聴覚、味覚、嗅覚をフルに刺激され、多角的     

に和の文化を体験できた」、「インターネットでは絶対    

にわからない要素ばかりで、日本に観光に来る外国  

人の方にとって忘れられない思い出になりそうだと感 

じました」という意見も得られた。 
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③討論会 

・アンケート結果から、日本人にとっても外国との比較、外国人から見た意見を聞いて、日本

文化を考え直す、学び直したいというきっかけとなったことが確認できた。 

・「さまざまな立場の方の意見発表に触れることができたことが良かった」、「上方舞の鑑賞に

ついて、受けとめ方もさまざまであるが、外国人の方々が何を求めているかに近づけたと思

う」、「外国人の方が、日本人の生活様式に（観光地や食文化だけでなく）興味を持たれてい

ることにおどろきました」、「日本人よりも、外国人の方が、より深く日本文化の真髄について

探究心があり、純粋に感じているように思う」、「自分も大阪の生活文化について説明・紹介

することができないということがわかった」、「伝統文化を守る重要性を再認識させて戴きまし

た」、「見学＋体験までできたので、次は「交流」の実現につなげることが大事」というコメント

がありました。 

・また、「今回の取り組みは１つの形としてよかったと思うが、意見にもあったようにわかりにくい

人もいるので、学ぶ側が自分にあった形を選べたらと思う」という、次につながる意見も得られ

た。   

④大阪の生活文化 

・「今回のシンポジウムが、日本文化・上方文化について再考する機会となったことが確認でき

ました。」、「日本の文化とひとくくりに考えていたが、関西の中でも、地域によって異なる性格

をもつものがあり、その源流はやはり歴史的なもの、立地が関係している」、「商人の街のおも

てなしの重要性を知った。大阪文化の深さ、知る必要性を感じた」、「大阪人の特徴が、大阪

が水都、天下の台所、あきんどの町だったというルーツから考えると面白く、当時の大阪の

人々の思いをはせました」、「“水の都”“町人/商人の町”の由来を歴史から説明していただ

き、とても理解が深まりました。特に豪商の商家が観光名所だったという話は初めて知り、興

味深かった」、「昔、大阪が経済の中心だったこと。大阪の町人文化。商業都市としての発達、

起源、大阪文化の起源。水の文化。天下の台所のお話、初めて認識しました」、「商都大阪

を下から支えた水運の歴史を活かし、観光誘致にもっと活かすべし」、「“おもてなし”の視点

から、大阪の文化・暮らしを洗い出す。ポイントを絞りながらも、広がりを感じました」「上方文

化の奥深さ。より学びたいと感じた。江戸時代の文化を総合的に再現で良かった」といった

感想が得られた。 

⑤学んだこと・活かせること 

・日本について学びたい海外の人は多く、日本人がまず、日本文化、地域文化を正しく知り、

かつ海外の人は何を求めているのかを把握して、沢山の小さな交流で支えていく必要があり、

ひいては、日本人自身が日本文化を正しく理解し継承していくことに繋がる。 

・海外からの視点での上方文化を再考したことで、地域を知るためには、観光だけではなく、

地域との交流が必要であることがわかった。時代によって変化する日本の文化を守り、次世

代に伝えていくことが重要である。 
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   出汁（だし）の試飲        大坂料理の展示 

 

（４）効果検証のまとめ 

①定量的効果 

・「大阪・和の暮らしを体験する会」開催日の大阪くらしの今昔館の入館者数は、4日 2705人、

5 日 2723 人、6 日 3674 人、計 9102 人、うち外国人はそれぞれ、1906 人（70％）、1807 人

（66％）、1815 人（49％）、計 5528 人（61％）となり、通常の「１日平均 1800 人（うち外国人が

1000 人）」を上回る実績となった。 

・入館者のうち約半数が「大坂町家劇場」開催中に館内に滞留していたと推計すると、4550 人、

これにシンポジウムの参加者 180 人を加えると、今回のプロジェクトの効果は約 4730 人（うち

外国人が約 2780 人）に及んだと考えられる。 

②定性的効果 

・「大阪・和の暮らしを体験する会」のプロセスの観察と映像記録等、参加型演劇手法を用いる

ことで可能となる実践的な検証を行った。合わせて、シンポジウムの開催によって、同記録映

像や、演者・参加者の声、専門家の知見を交え、異文化理解促進のための課題の明確化、

解決に向けた具体的なアクションなど、同プロジェクトの実装化に反映し、全国の文化施設

のインバウンド対応にも示唆を与えるべく、アンケートと行動観察・インタビューにより、多くの

コメントが得られ、今後につながる検証となった。 

 

課題 

（１）体験会参加者の募集・選考・受付にあたって 

・体験会への参加申込みの受付を Web の専用申込みサイトおよび Fax で行ったが、電話

番号のない留学生は申し込みができないという課題が見つかった。 

・また、当選落選の通知に E-mailを使ったが、「申し込んだが返事が来ない」という問

い合わせがあり、E-mailによる連絡だけでは不安が残る結果となった。今後の課題と

して、電話、E-mail、郵便等の複数のメディアによる連絡を検討するが必要があると思わ

れる。 

・家族での参加が１件あったが、家族での応募を想定しておらず、子ども用サイズの着物を、

急遽、今昔館内で確保することとなった。 
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（２）大阪くらしの今昔館における演劇 

・今昔館の展示空間は、朝から夜の１日を 45 分間で演出している。演劇は、場面展開を考慮

して準備を行っていたものの、初日はガイダンス映像前後の説明が早く終わり、真っ暗な中

での演劇のスタートとなった。（翌日からは、ガイダンスの開始時間を調整して、明るくなって

からのスタートになるよう改善） 

・3 日目は、小学生の体験学習の時間と演劇プログラムが重なり、演劇がスムーズに行えるよう、

引率の先生等との綿密な調整が発生した。 

・演劇を見ながら同時に解説のタブレットを見ることは難しく、演劇の前か後に映像を活用した

解説や印刷物により補足するなど、より理解が深まる手法の検討が必要であった。 

・アンケート結果は、全般に高評価であったが、日本語がわかる外国人からは、「昔の話し方

が難しかったが面白かった」という意見もあった。 

 

（３）吉田家住宅における体験プログラム 

・現在も生活の場として利用されている吉田家住宅を、体験会当日と準備・撤収を含めて計５

日間借りる必要があったが、当主の精力的なご協力で、生きた住まいの中で和文化体験が

でき、外国人が日本の暮らしを理解するうえで大きな成果につながった。 

・書道と茶の湯は、満足度が高かった一方、上方舞は、「演出は素晴らしいが、内容・意味が

わかりづらかった」、「もっと詳しく知りたかった」という意見が多数あったことから、しぐさの解

説を、シンポジウムで採り入れることとした結果、日本人でも上方舞は初めての方も多かった

が、「しぐさの意味や能の影響を受けているなどの解説のおかげで理解が深まった」とのコメ

ントにつながった。 

 

（４）着物の着付け 

・アンケートによると、概ね喜んでいただいたが、「色・模様が決められていて、自分で選べな

かった」、「もう少し明るい色の着物を着たかった」、「髪型もきれいにしてほしかった」「日本の

履物は慣れない」などの意見があった。 

 

（５）ガイダンス映像 

・中国語の説明に、「理解しづらい、わかりにくい言葉があった」、「字幕が付いたらもっとわか

りやすい」という意見が得られた。 

・通常、日本語音声に、４か国語の字幕を付けている今昔館の風呂屋シアターで、４か国語に

よるナレーションを実施したところ、字幕と音声の両方による伝達、併用が効果的であること

が示唆された。 

 

（６）シンポジウムの進行 

・シンポジウムは、体験会の振り返りに加えて、大阪の和の住まい文化を幅広く取り上げ、その
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後、討論を行う構成としたが、逐次通訳をはさむ討論会は時間不足となった。 

・アンケートでは、「逐次通訳付のシンポジウムは大変チャレンジングだった」、「時間配分や進

行の難しさを感じた」、「それぞれのお話は興味深かったが、時間が足らず残念でした」、「通

訳のタイミングを考えるべき」、「英語通訳が少なかった」、「参加している外国人が退屈した

顔が見られます。これでは良い結果が出ません」、「もっと楽しめる雰囲気を作りませんか？」

などの厳しい意見もあった。 

・また、「今後の取組みにどうつなげるのか？」、「納税していない外国人に課金してコストをま

かなえるか、そしてより満足度を高めていくかが課題。期待したい」という意見もあった。 

 

（７）体験会サポートスタッフによる行動観察およびインタビュー 

・サポートスタッフからは、「国際化＝英語教育という単純な発想から我々は脱却すべき」、「今

回のような少数濃密型に加え、もっと多くの人に日本文化の一端に触れてもらう機会を作る

多数軽妙型の検討も必要」、「直接「体験」する以外の選択肢をどのように考えて実装してい

くか。日本人からすれば見えにくいようなさまざまな困難な課題をどのように拾い対応策を実

現していくかも重要」、「“現在に続く文化”と言いながら、ほとんどの日本人には縁がないもの

を紹介・体験してもらうことは、外国の方よりも、日本人に色々なことを考えさせられる経験で

あったように思う」などの意見があがった。 

・さらには、「次の企画があるとすれば、文化紹介・体験はプログラムの前段でもっと軽くし、後

段は参加者同士や日本側のスタッフ・参加者との交流に充てるような企画が欲しい」という意

見もあった。 

 

 

将来計画 

（１）2020 年までの将来計画 

・2020 年の本番に向け、今昔館と周辺資源の連携プログラムの質と価値を維持向上するために、

今回の試行プロジェクトで得られた結果を発展させる。 

・2017 年度：吉田家住宅（主屋）での美食文化（ガストロノミー）体験プログラム（「食・住・遊・学」）の

開発 

・2018 年度：個性豊かな商店街と地域に集積する資源を活かすコミュニケーションツールの開発 

・2019 年度：今年度の試行プロジェクト、2017・2018 年度の取り組みを総合し、「衣・食・住・遊・学」

体験 to 共感プログラムを完成させる。見学＋体験から、次のステップの交流の実現につなげる。 

（２）2020 年の将来計画 

・「外国の皆さまと考える“和の住まい劇場”」の実装版としての、「衣・食・住・遊・学」体験 to 共感プ

ログラムを、通年事業として実施するとともに、異文化コミュニケーションの共創プログラムとして

アップデートする。 

（３）2020 年以降の将来計画 
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・本試行事業によって、新しい大阪・日本文化体験プログラムの開発を行うとともに、核となる「大阪

くらしの今昔館」の中長期戦略を再構築し、ソフトウエアのリノベーションを図る。 

・「大阪くらしの今昔館」と周辺資源の連携プログラムの質と価値を維持向上するために、文化・環

境・バリアフリーの適正バランスも配慮し、よりふさわしいハードウェアのあり方を含め、持続可能

なマネジメント・システムの構築を図る。 

・天満地域に集積する天神橋筋商店街・天五中崎通り商店街・天満市場、天神祭りで有名な大阪

天満宮、上方落語の定席・天満天神繁昌亭、キッズプラザなどの生きた大阪の生活文化資源と

の連携をさらに強化し、これらの資源を活かした、外国人も楽しめる回遊型のまち歩きに発展さ

せ、地域振興につなげる。 

・「大阪くらしの今昔館」に再現されている、江戸時代の大阪のまちなみの原型は、商都・大阪の中

心地「船場（せんば）」エリアにあるという関係性を活かし、今昔館と地域の連携モデルの拡張を

図る。 

・連携プロジェクトのパートナーである、不動産所有者・建築家・デザイナー・職人・和の文化の担

い手（茶道、書道、上方芸能、和食等）・演劇関係者・アーティスト・研究者・ＮＰＯ・行政・まちづ

くり団体等のネットワークと人材づくりなど、担い手継承の仕組みを組み込むことによって、2020

年以降においてさらに充実したアクティビティを提供することのできる持続可能なまちづくりを目

指す。 

・大阪の都市魅力戦略・近畿再起動戦略における、「大阪くらしの今昔館」の役割と位置づけを明

確なものとして、事業の水平展開を図り地域創生に貢献する。 

 

今回の体験会およびシンポジウムで見出したさまざまな発見を、今後の今昔館の日常の運営にも

十分に活かしていきたい。また、今回のプロジェクトを踏まえ、次のステップに向けた取り組みが必

要と考え、今回の経験が、他の同種の施設やイベントにおいても、有効に活用されることを願って

いる。 

以上 
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３．生活文化 

LIGHT UP NIPPON 全国一斉花火 

一般社団法人 LIGHT UP NIPPON 

 

実施団体 一般社団法人 LIGHT UP NIPPON 

実施時期 2016年 8月～10月 

場 所 国内各地 

概 要 日本を代表する文化の一つである「花火」を、複数カ所で同日同時刻

に一斉に打ち上げる。「2020年の全国一斉花火打ち上げ」を目標とし、

そこに向かう過程を通じ、多くの地域と連携し、たくさんの人に参加

してもらうことで、2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリン

ピック競技大会への関心を高め、機運醸成につなげる。 

効果検証方法 ・東日本大震災の被災地から始まった一斉打上げ花火が全国に波及する 

ことで、東北の復興の後押しとなるとともに、全国各地の地域コミュニティ

の活性化につながる。 

・花火大会終了後、各地の実行委員メンバーや花火師、全国の自治体関

係等を集めた報告会を行い、2020 年の全国実施に向けたネットワーキン

グと機運醸成を図る。 

 

試行プロジェクトの概要 

実施目的 

「2020 年全国一斉花火の開催！全国で、全国民の力で、一斉に花火を打ち上げて、世界中の

人をおもてなししよう！」ということを目標に、まず、この 2016年 8月 11日に、日本を代表する文化

の一つである「花火」の『複数箇所同日同時刻一斉打ち上げ』と、そこに向かう過程を通じて、多く

の地域と連携し、想いをひとつにまとめ、たくさんの人に参加してもらうことで、東京だけでなく日本

中の様々な地域で、2020 年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会への関心を高

め、機運醸成に資する。 

 そして、この花火大会をきっかけに毎年このプロジェクトを継続し、活動を広げ、2020 年のオリン

ピック、パラリンピックに向けて準備を進め、開会式の日、同時刻に一斉に全国民の手で「全国」

で花火を打ち上げる。この全国で打ち上がる花火の様子を衛星や航空機などを用いて撮影し、そ

の映像をオリンピックスタジアムへ届け、全世界に対して光り輝く日本の姿を発信する。 

 この 2020年の『全国一斉花火』を成功させる過程で、各地で次々となくなってしまった花火大会

を復活、継続させるための「仕組み」を作っていく。この花火大会をきっかけに、地域のお祭りを活

性化し、伝統芸能や食文化なども地域で訴求し一緒に継承していく。 

 2011 年の東日本大震災の被災地から始まったこの一斉打上げ花火が、東北から全国に波及

することで、東北の復興の後押しとなる。 
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 この花火大会の日に合わせて帰省したり、地域住民が集まったりすることにより、コミュニティの

活性化と再生を促す。夏の文化的象徴の花火と地域の特性を活かしたお祭りなどで、全国的に定

着させ、次世代に残す『レガシー』としていきたい。 

 

取組み内容 

（１）告知の実施 

2016年 7月 20日(水)花火開催記者会見を宮城県庁にて実施。朝日新聞、岩手日報、NHK、TBS

ほか約 10社より取材。並行して LIGHT UP NIPPONの公式 HP、Facebook（いいね！約 15,600名）、

Twitter などによる告知を開始。 

 

（２）全国一斉花火打ち上げ 

■ 日時： 2016年 8月 11日（祝）19:00 ～ 花火一斉打ち上げ（熊本のみ 19:45） 

■ 内容： 東日本大震災の月命日にあたる 8 月 11 日 19:00 に、東北を中心に全会場一斉に、

追悼と復興の祈りを込めて、日本を元気にする花火を打上げた。打ち上げ前の時間に、各地

で今回の花火の趣旨のアナウンスを行い、冒頭の花火はリング型の花火や、５色に変化する

花火などを盛り込み、五輪をイメージさせる演出を行った。合わせて FM 岩手、FM 宮城、福島

FM、 東京 FM の 4 局と全国のコミュニティラジオ全 50 局にて、特別番組「LIGHT UP NIPPON 

2016 全国一斉花火」を放送。今回の取り組みについての説明を行い、生中継で、東北、熊

本などの被災地からのメッセージ、そして各開催地の現場の声をつないだ。 

各地の様子は、YouTube ライブでインターネットでも配信した。 

 

■花火開催地： 全 10 箇所+特別開催 4 箇所 

【岩手県】（5）：野田村、田野畑村、宮古市田老、大槌町、大船渡市三陸町越喜来 

【宮城県】（3）：気仙沼市、石巻市雄勝町大須、仙台港 

【福島県】（2）：南相馬市原町区萱浜、いわき市久之浜 

【北海道】（1）：札幌市 

【岡山県】（1）：美作市上山 

【広島県】（1）：広島市宮島 

【熊本県】（1）：西原村 

   

■ 打上げ花火数： 全会場で 約 15,000 発（LIGHT UP NIPPON のみ） 

 （内訳） 

 【岩手県】野田村：1,500発、田野畑村：300 発、宮古市田老地区：1000 発  

       大槌町：1,000発、釜石市唐丹：1,500 発、大船渡市越喜来：1,500発 

 【宮城県】気仙沼市：300発、石巻市雄勝町： 1,500発、仙台港：1,000 発 

 【福島県】いわき市久之浜：1,500 発 
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 <特別開催>【北海道】15,000 発【岡山県】300 発     

 【広島県】10,000 発 【熊本県】100 発 

 

■ 推定観覧者数： 全会場合計：約 79,200 名 

イベント会場のみカウント。周辺で花火を観覧していた人は、カウントできず。 

 【岩手県】野田村：4,000名、田野畑村：500 名、宮古市田老地区：1,000 名 

       大槌町：2,000名、釜石市唐丹：400 名、大船渡市越喜来：1,500名 

 【宮城県】気仙沼市：500名、石巻市雄勝町：600 名、仙台港：5,000 名 

 【福島県】いわき市久之浜：5,000 名 

 【北海道】札幌市：13,000名 

 【岡山県】美作市上山集落： 300 名 

 【広島県】宮島：45,000 名 

 【熊本県】西原村：400 名 

 

■会場の様子(抜粋) 
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（北海道札幌市）

－172－



 

 

（３）報告会の実施 

日時：2016年 10 月 15日（土）14:00開場 14:30～18:00  

会場：代官山ヒルサイドテラス・ヒルサイドプラザ 

内容： 

・ LIGHT UP NIPPON2016各会場の報告 

・ 各会場ダイジェストムービーお披露目 

・ LIGHT UP NIPPON 未来に向けて（プレゼン） 

・ 東北の食材を用意した懇親会 LIGHT UP NIPPON100 人チアステージ披露 

・ 参加人数約 60 名 

・ 配布パンフレット 
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効果と課題 

効果  

<ねらい> 

本試行プロジェクトを通じ、全国で一斉に花火を打ち上げるという活動を行うことで、オリパラに向

けた全国での一体感の醸成、「東京だけじゃない」全国でのオリパラ実施という意識付けを行うこと

を目的とした。 

 

＜実現手段＞ 

 「全国で一緒に花火を打ち上げましょう」という掛け声のもと、8月11日、同日同時刻の花火打ち

上げに参加してもらい、その花火大会の冒頭で、LIGHT UP NIPPON の取り組みや、今後の 2020 年

に向けた全国一斉花火について話してもらい、一斉に花火を打ち上げる。また、TOKYO FM、DATE 

FM、FM岩手、FM福島、そして全国のコミュニティラジオ 50局にて、19時から 1時間のラジオ特別番

組「LIGHT UP NIPPON 2016 全国一斉花火」を放送。番組中に、本プロジェクトの趣旨や 2020 に向

けた目標について、説明をしながら進行した。打ち上がる花火の様子は、インターネットの動画サイ

トでの中継も行い、現地に行かれない人達も花火を見ることができるようにした。さらにこの現地の

様子については、1 県 1 箇所ずつ撮影を行い、この後各地の様子として発信してくための素材とし

て準備をしている。 

 これらの活動をするために、7 月頃よりプレスリリース、取材誘致、そして、SNS を中心に PR 活動

を行った。 

 

＜効果＞ 

 これまで東北地方のみを中心としてきた LIGHT UP NIPPON の同日同時刻一斉打ち上げの花火

を、「2020 年に全国で一斉にやろう！」という声かけのもと、各地に打診し、花火師などからも声か

けをお願いした。その中から趣旨に賛同した地域が参加し、今年の開催に至った。申請当初は、

東北三県に加え北海道、広島、そして熊本の３箇所だったが、直前になって「岡山でもやりたい！」

という声が上がり、岡山を加えた１道 6県全 14箇所での花火を打ち上げた。会場には 70,000人以

上が集まり、打ち上がる花火を観覧した。 

 今回の花火打ち上げを行うにあたり、10 箇所の地域に打診を行ったが、打ち上げまでの準備

期間の問題や、花火師の手配の問題で断られていた。しかし、実際に打ち上がった花火を見て、

各地から「来年こそはうちも！」という声が多数集まった。また、メールでの問い合わせで、「来年か

らは自分の地域も是非参加したい」という問い合わせも３件ほどあった。2020 に向けて、「全国で一

斉に」というキーワードはとても強く、今回まとめた動画や訴求ツールを活用し、各地にもっとしっか

りと伝えることができれば、さらなる訴求拡大・機運醸成が期待できる。 

 各地では LIGHT UP NIPPON のポスターやチラシなどで訴求を行い、さらに花火を打ち上げる前

にも、各地で今回の一斉花火の成り立ちや趣旨を説明してもらい、同時刻に行っているラジオ番組

でも、趣旨説明を行った。このラジオ番組は花火を打ち上げていない地域のコミュニティラジオ、イ
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ンターネットラジオでも広く聞くことができるため、多くの聴取者に「想い」を届けることができた。 

新聞等の媒体露出効果を集計した結果、新聞掲載の効果は 12 紙合計 4,334,757 円、オンライ

ンメディアは 21 媒体合計 11,702,981 円となった。 

 また、一斉花火の冒頭で実際に打ち上げた花火は、5 色に変化する玉や、リング型の玉など五

輪をイメージしてもらえるような玉を中心に、各地で演出を考え、地域の人が喜ぶ演出としてもらっ

た。各地に自由な演出の幅を持ってもらうことで、それぞれの地域にローカライズしたやり方、表現

で機運醸成ができた。 

 この各地で打ち上がる花火の様子は、インターネットの動画サイトでも生中継し、約 3,000 人の

方々が視聴した。 

  

課題 

◎最も大きな課題は、「オリンピック・パラリンピック」という単語を自由におおっぴらに使えないこと。

直接的にこの話ができないことが最も大きな課題といえる。しかし、その単語を使わずとも、「全国で

一緒に」というキーワードはとても強く、各地が誇るお祭りと一緒に、地域にあった表現で、それぞ

れの地域で確実に広げていける実感を得た。この後も「オリンピック・パラリンピック」という言葉は使

いにくいと思われるので、その言葉がない前提で地域への情報発信と、呼びかけを行っていきた

い。 

 

◎花火の打ち上げ、というポイントで大規模な花火を打ち上げるには、最低でも１ヶ月前には申

請を行わなくてはならず、参加の呼びかけから参加表明までの期間的な猶予がかなり必要だと思

われる。また、これまで花火大会を実施したことのない地域で花火を打ち上げるには、実行委員会

の立ち上げから許認可に向けての進行が煩雑で苦労することが多いと思われるので、LIGHT UP 

NIPPON の本体からメンバーを派遣し、必要事項の確認や、サポートを行っていかなくてはならな

い。 

 

◎広報PRについては、今回は契約のタイミングが遅かったため、十分に効果を発揮できなかった。

来年度に向けては、さらなる広報結果を得るために、今年の結果を持って事前に、少なくとも６ヶ月

前には仕掛けていき、十分な情報発信を行っていきたい。 

 

 

将来計画 

 

 今回のプロジェクトで、『2020 年の全国一斉花火』というキーワードはかなりの力を持っているこ

とが確認できたので、今回の結果や当日の様子をまとめた動画素材などを使って、各地にアプ

ローチしていきたい。この時に、「オリンピック・パラリンピック」という言葉を使っていけるとなお良い

が、そこに期待をせず、地域同士の連携と一体感をしっかりと訴求していきたい。さらに、各地の花
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火大会にアプローチする際には、地域では徐々にシュリンクし、なくなっている花火大会を復活、

継続させていく！というキーワードも合わせて訴求し、2020 以降のレガシーとしてもしっかりと残し、

後世に継承していけるものにしていく意志をしっかりと持ってもらいながら、進めていきたい。 

 今後は地域からの参加を促すための、地域団体の参加募集ページとインターネットを利用した、

ふるさと納税のように自分のゆかりのある場所、ふるさとに花火（寄付金）を届けられる仕組みを構

築する。地域によってどのぐらい寄付金が集まっているかが視覚的に見えるようにし、全国のムー

ブメントに変えていきたい。 

 

・ 本年度以降も、毎年この花火大会を継続し、毎年趣旨に賛同する地域を巻き込み、参加地域

を増やしていく。それに伴い WEB サイトなどで継続して PR を行っていく。 

・ 既存の自治体、商工会議所、商工会、花火師などのネットワークを活かし、本試行プロジェクト

の実績をもとに全国に声かけをし、参加地域をさらに増やしていく。 

・ 各年における、打ち上げ地域目標。最低でも、2020 年時点で 47 都道府県は網羅する。 

2017 年：参加地域目標 20 道府県 50箇所 

2018 年：参加地域目標 30 道府県 180 箇所 

2019 年：参加地域目標 40 道府県 500 箇所 

2020 年：参加地域目標 47 都道府県 1000 箇所超 

2021 年以降：各地での花火とお祭りがレガシーとして継続していく 

 

以  上 
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「カクヨム」を使った地域文化創造プロジェクト 

株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

 

実施団体 株式会社 KADOKAWA 

実施時期 2016年 10月～2017年 2月 

場 所 オンライン 

概 要 誰でも自由に作品を投稿できるプラットフォーム「カクヨム」を使い、

国内各地の自然や伝統文化に根ざした「あなたの街の物語」をコンテ

スト形式で広く一般から募集し、紙媒体や Webメディアを使って優秀

作品を国内外に発信。コンテストを通じて、地域の魅力を伝える新た

なクリエイターを発掘し、地域活性化につなげていく。 

効果検証方法 ・地域の魅力を国内外に伝え、土地の魅力を再発見、発信機会を創出する

効果 

・新しい才能の発掘し、クリエイティブ人材を育成する効果 

・入賞作品翻訳の閲覧数を調査分析 

・投稿された作品をユーザーが評価することにより、人気作品を明確に 

し、傾向を分析 

・投稿されたコンテンツの地域・テーマ・ジャンルを分析 

・ユーザー層別に反応を分析 

 

試行プロジェクトの概要 

実施目的 

近年、海外からの日本コンテンツ（アニメ、漫画、小説）への注目度が高まっている。ユーザー生

成コンテンツ（以後 UGC）発の人気作品も多く、コンテンツ輩出基盤としての UGC への期待値も高

い。また、コンテンツによって日本国内の地域活性化が成功した事例もあり、伝統的な日本文化の

新たな発信方法としてのコンテンツ活用が求められている。 

新しい才能を発掘し、クリエイティブ人材を育成して日本のコンテンツを世界に発信することを目

指して、コンテンツ投稿プラットフォーム「カクヨム」を例に UGC および UGC プラットフォームの有用

性を検証する。日本全国の自然や伝統文化などについての投稿を促し、次世代へ日本文化を継

承すると共に、地域の魅力を国内外に伝え、土地の魅力を再発見し、発信する機会を創出する。 

 

取組み内容 

(1) 文芸作品コンテストの実施（作品募集、選考、結果発表） 

カクヨムを利用して日本各地の魅力をひとりひとりの物語を通して再発見することを目指す「あな

たの街の物語」コンテストを実施。同WEBサイト内に募集告知ページを新たに設けて、エッセイ・短

編小説を募集した。審査員として荒俣宏（作家・博物学者）、田中雅美（スポーツコメンテーター）、

関口靖彦（ダ・ヴィンチ編集長）を招いた。
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①コンテスト概要 

日本各地の実在の場所を題材としたエッセイや短編小説で、日本語で書かれた 2000 文字程度

（最大 2400 文字以内）の作品を、2016 年 10 月 14 日（金）～11 月 30 日（水）の期間「カクヨム」上

にて募集した。 

②コンテスト募集告知ＷＥＢページ 

コンテスト趣旨説明および応募要項掲載、応募作品の掲出のための特設ページとしてWEBペー

ジを制作した。（https://kakuyomu.jp/anatanomachi/）。 

③コンテスト認知・作品募集のための宣伝施策 

コンテストの認知向上および作品募集のため、以下の手段で宣伝を行った。宣伝予算が限定的

だったためＫＡＤＯＫＡＷＡ社内協力を含めた無料での宣伝告知が中心となった。 

【ＷＥＢ施策】 

国内各地域への関心、小説投稿への関心を持つユーザー層をターゲットとして、作品投稿を呼

びかける Twitter 広告（有料施策）10 月 14 日から 31 日までの期間、ユーザーのタイムライン上に

配信した。広告露出回数は 1,919,346、広告経由の訪問数は 3,537 となった。 

このほか、『ダ・ヴィンチニュース』記事掲載、プレスリリース配信（無料施策：広告費換算で

3,269,804 円分露出）、ＫＡＤＯＫＡＷＡ社内協力による告知掲載（無料施策：のべ 225,051 名に

twitter やメールマガジンで告知）、公募情報媒体と『週間はてなブログ』等で告知を行った。 

また、投稿数の少ないジャンルや都道府県、作品テーマに対して、投稿数促進としてコンテスト

ページ内に「特集ページ」を設置し、投稿を呼びかけた（週 1 回 2 特集）。 

【ＷＥＢ以外での施策】 

各地域からの投稿数促進・認知向上のため、チラシ配布の協力を依頼した。 

・全国の図書館、文学館（計 329 館） 

・関東のカルチャースクール 42 校 101 クラス（小説・エッセイ講座） 

・自治体の観光課（投稿数の少ない 13 県の県庁と所沢市） 

・文系大学生協 20 店舗の書籍販売部門 

・日本大学芸術学部での小説執筆関連講演会 

の協力を受け、計 18000 部を配布した。 

また、一般媒体等での告知掲載（無料施策）として、新聞『山陰中央新報』

（山陰中央新報社）、雑誌『公募ガイド』（公募ガイド社）、雑誌『オーディション』（白夜書房）に記事

を掲載した。このほか、審査員協力として田中雅美さんの公演会場（大阪）にて告知を行った。 

【海外向けの施策（無料施策）】 

日本に関心のある海外からの利用者や訪日外国人への認知向上として、JET プログラム参加者

や留学生センターでの告知協力を依頼した。具体的には、「AJET」Facebook ページ、『台湾版

Japan Walker』Facebook ページでの告知のほか、東京大学国際センターや早稲田大学日本語教

育研究センター・国際コミュニティセンター等の大学の留学生センターや日本語教育学科にてチラ

シを配布した。 

－178－



 

 

⑤作品選考 

角川アップリンク、およびＫＡＤＯＫＡＷＡによる予選審査の後、審査員による厳正なる審査のうえ、

金賞・銀賞・銅賞・優秀賞を決定した。 

１次予選では応募された全 1089 作品を閲読し、整合性、国語力、構成力、独創性、地域愛と

いった評価項目・評価内容ごとに採点した。2 チームに分かれてダブルチェックを行うことで審査員

主観による採点の偏りが少なくなるよう努めた。２次予選では上位約 130 作品から作品自体の面白

さや海外への発信力、新しい地域の魅力の掘り起こし、2020 年やそれ以降につながるのか等の観

点から 13 作品を選出した。本選では、コンテスト趣旨に基づき、最終候補作 13 作品を以下の二つ

の軸で審査し、総評として 400 字程度のコメントを得た。 

 ・ひとつの作品として好ましいか？ その作品を読むことを楽しめたか？ 

 ・舞台となっている地域への愛や思い入れを感じたか？ その地域のことが気になったか？ 

⑥多言語による結果発表および告知施策 

入賞作品は、金賞「黒い町、色づいて今。」山田けい（やまだ・けい）／佐賀県／現代ドラマ／人・

暮らし（閲覧数：1639PV、レビュー数：4件、★数：9件）、銀賞「タコバヤシ」新樫樹（あらかし・いつき）

／新潟県／現代ドラマ／人・暮らし（閲覧数：754PV、レビュー数：21 件、★数：58 件）、銅賞「帯結

び」肩パット・Ｓ・譲吉（かたぱっと・えす・じょうきち）／徳島県／現代ドラマ／祭り・花火（閲覧数：

1020PV、レビュー数：13 件、★数：31 件）となり、ほか優秀賞 10 作品が選ばれた。 

入賞作品の傾向を見ると、舞台の街を掘り下げて物語を創作した作品だけでなく、東京と地方と

の比較から地方の魅力を再発見した作品が多かった。具体的には「東京に住む主人公が、自分の

故郷への帰省を通して、自分のルーツや地方文化を見つめ直す」といった作品群である。 

また、審査員の荒俣氏が総評で触れているように、地域の良い面のみならず悪い面も含めて描い

た佳作が多かった。従来型の観光情報とは違う、現地をよく知る人ならではの情報が得られた。 

コンテスト結果は WEB ページと「ダ・ヴィンチ」誌面への情報掲載のほか、各種メディアへのプレ

スリリース配信で発表した。 

結果発表用 WEB ページ（https://anatanomachi.kadokawa.jp/）は日本語、英語、中国語（繁体

字）、中国語（簡体字）4 言語で制作し、閲覧数は結果発表ページ：3,356PV コンテストページ：

269,805PV となった。 

 

コンテスト結果と入賞作の告知も、募集時と同様にプレスリリースや情報サイト『ウォーカープラス』、

雑誌『俳句』『短歌』メールマガジンなどのＫＡＤＯＫＡＷＡ社内協力による告知（のべ 225,051 名）、

各地の日刊紙、海外向けの告知施策（「AJET」Facebook/台湾「Walkerland」特設サイト/香港角川

公式サイト/天聞角川（中国）微博（ミニブログ）および微信（中国版 twitter））を実施した。 

－179－



 

 

 

(2)  コンテスト入賞作品を収録した作品集（4 言語）の作成 

コンテスト概要と主催者挨拶、金賞・銀賞・銅賞および優秀賞 10 作品、計 13 作品と審査員 3 名

からの総評を収録した「『あなたの街の物語』コンテスト受賞作品集」を発行、全国の主要公共施設

にて無料配布した。また、電子書籍版（EPUB 版）と PDF 版をあわせて作成し、無料配布した。 

電子書籍版(EPUB 版）と PDF 版の作品集については、電子書籍ファイルの標準規格である

EPUB 版と、どの環境下でも閲覧可能である PDF 版を作成し、それぞれ日本語、英語、中国語（繁

体字）、中国語（簡体字）4 言語に対応した（中国語（簡体字）EPUB 版は、電子書店での扱いがな

いため EPUB 版は制作しなかった）。日本語版は作品集紙版と同様の構成とし、外国語版には応

募概要と主催挨拶、受賞 13 作全文を収録した。 

続いて形態ごとの配布実績をまとめる。 

【作品集 紙版】全国の主要公共施設（図書館、文学館、美術館、都道府県庁等）1000 件に、1

館につき 10 部を送付し、館内での無料配布を依頼した。文京区立真砂中央図書館（写真：左）で

は 1/31～2/10 の期間に 4 部、鹿島市民図書館（写真：左から 2 番目）では 2/1～2/7 の期間に 8

部、佐賀県立図書館（写真：左から 3 番目）では 1/31～2/6 の期間に 8 部、佐賀市立図書館（写

真：右）では 2/1～2/7 の期間に 10 部すべてが手に取られた。「郷土に関連するので、多くの利用

者に手に取ってほしい」「もっと多くの部数をもらえたら専用のコーナーを設けて紹介したかった」等

の意見をいただいた。 

 

 

 

 

 

 

【作品集 電子書籍版（EPUB 版）】電子書店３ストアで各言語版を配信した。配信配布開始から

日数が少ないことも一因だが、無料配布の場合、電子書店での露出施策が限られるためダウン

ロードは少数に留まった。1/26～2/10の期間のダウンロード数は、日本語版 79件、英語版 37件、

中国語繁体字版 96 件となった。 

【作品集 PDF版】結果発表ページから、各言語版の作品集PDFを閲覧できるようにリンクを設置

し、結果発表をリリースする際にリンク先を紹介した。ダウンロード数は、電子書籍版以上に少ない

件数となった。各言語での告知が弊社海外拠点およびAJETのウェブページに留まっており、各言

語の新規ユーザーを誘導できていないことが原因と思われる。1/26～2/10 の期間のダウンロード

数は、日本語版 133 件、英語版 4 件、中国語簡体字版 7 件、中国語繁体字版 10 件となった。 
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効果と課題 

効果 

(1) コンテスト応募状況 

○コンテンツ投稿プラットフォームの活用により多くの投稿を獲得 

小説・エッセイ作品のコンテストとしては告知期間 3 日、応募期間１ヶ月半と通常のコンテストと比

べて短く、また賞金・賞品がなかったにも関わらず、応募総数 1,089 作品（うち有効作品数は 1,050

作品）と多くの作品が投稿された（通常は告知から応募期間まで 2、3ヶ月間の期間を設け、賞金や

書籍化などの副賞を伴うのが一般的）。 

既存の投稿サイト「カクヨム」を活用したことで、小説やエッセイの執筆経験者に対して短期間で

認知され、多くの作品が投稿された。今回新規にユーザー登録して投稿した人は 160 名であり、宣

伝施策によるコンテスト認知も一定の効果を得たものと思われる。また、応募条件を最大文字数

2400 字と短めに設定するなど、参加ハードルを下げたことも作品を集めた一因である。 

(2) 投稿作品の傾向 

○多様な切り口で地域の魅力を発見できる作品が集まる 

投稿作品の傾向分析として舞台となった地域、作品ジャンル、作品テーマに対する、投稿データ

を分析することで、コンテスト参加者の反応の可視化と分析を行った。 

 

■作品の舞台となった地域 

順位 地域 作品数 
 

順位 地域 作品数 
 

順位 地域 作品数 

1 位 東京都 144 
 

17 位 群馬県 22 
 

33 位 青森県 13 

2 位 北海道 61 
 

18 位 奈良県 19 
 

34 位 山梨県 13 

3 位 神奈川県 55 
 

19 位 山形県 17 
 

35 位 富山県 13 

4 位 愛知県 52 
 

20 位 大分県 17 
 

36 位 三重県 12 

5 位 埼玉県 42 
 

21 位 沖縄県 17 
 

37 位 高知県 12 

6 位 大阪府 40 
 

22 位 香川県 16 
 

38 位 秋田県 12 

7 位 福岡県 38 
 

23 位 岡山県 16 
 

39 位 鹿児島県 11 

8 位 京都府 38 
 

24 位 福島県 15 
 

40 位 滋賀県 11 

9 位 兵庫県 34 
 

25 位 福井県 15 
 

41 位 熊本県 11 

10 位 広島県 32 
 

26 位 山口県 15 
 

42 位 鳥取県 11 

11 位 千葉県 29 
 

27 位 茨城県 15 
 

43 位 栃木県 9 

12 位 静岡県 29 
 

28 位 愛媛県 15 
 

44 位 島根県 9 

13 位 宮城県 25 
 

29 位 長崎県 15 
 

45 位 佐賀県 9 

14 位 長野県 24 
 

30 位 和歌山県 14 
 

46 位 徳島県 8 

15 位 岐阜県 24 
 

31 位 岩手県 14 
 

47 位 宮崎県 6 

16 位 新潟県 22 
 

32 位 石川県 14 
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作品の舞台となった地域は東京都を始めとして、北海道、神奈川県、愛知県と次いで多く、大都

市圏や観光地に対して投稿が集まった。対象地域に対する知識や体験が作品づくりに必要となる

ため、妥当な傾向と考えられる。 

 

■作品ジャンルとテーマ 

作品ジャンル 作品数 
 

作品テーマ 作品数 

エッセイ・ノンフィクション 373 
 

人・暮らし 437 

現代ドラマ 365 
 

自然 149 

恋愛・ラブコメ 113 
 

旅・グルメ 131 

ファンタジー 71 
 

歴史 135 

その他 48 
 

イベント・レジャー 62 

歴史・時代 43 
 

伝統文化 66 

SF 37 
 

祭り・花火 55 

現代アクション 18 
 

聖地巡礼 65 

ホラー 14 
 

和食・酒 27 

ミステリー 6 
 

温泉 22 

創作論・評論 1 
   

作品ジャンルは「カクヨム」のプラットフォームに準拠したジャンル選択となった。今回のテーマか

らは、エッセイ・ノンフィクション、現代ドラマ、恋愛・ラブコメ以外のジャンルでの応募は少ないと予

想されたが、ファンタジーが健闘したほか、SF、ホラー、ミステリーにも少なからず応募があり、参加

者の発想の豊かさを感じさせられるバリエーションに富んだ結果となった。 

作品テーマは「人・暮らし」が最も多く、「有名な観光地を訪れて知った地域の暮らし」のように地

域の情景や特徴を伝える作品や、方言をテーマにした作品も多く地域色が色濃く出ていた。また

「旅・グルメ」「和食・酒」をテーマに、「生
なま

なれずしと日本酒で祝う正月（福井県）」や「嫌いだった海

藻加工食品にまつわる思い出（福岡県）」のように地域の特産や郷土料理などを扱った作品も多く

投稿された。その他にも「伝統文化」「祭り・花火」などのテーマで普段はなかなか目にすることがな

い地域情報を外部に発信する良い機会となった。 

尚、今回のプロジェクト規定上オリンピックの名称やマーク意匠の使用不可であったため、特に明

示的な募集はしなかったが、「2020年」というキーワードから 2020年のオリパラ大会を意識した内容

の作品や障がいをテーマとする作品が計 44 作品も投稿された。それらの作品は東京都以外の地

域を舞台にした作品も含まれており、全国に関心と機運が広がっていることがうかがえた。 

 

■投稿作品の閲覧状況 

投稿作品の閲覧状況の分析として、作品ごとのユーザー評価、反応を可視化し分析を行った。 
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カクヨム評価上位作品（★数） 

順

位 
タイトル、作者名 地域 ジャンル ★数 

フォ

ロー

数 

レ

ビュー

数 

1 
『水木しげる先生の遺したもの―水木しげるの幸

せになるための七カ条と境港―』七柱雄一 
鳥取県 

エッセイ・ノン

フィクション 
175 21 65 

2 『ミッション・イン・オレンジ』RAY 東京都 
エッセイ・ノン

フィクション 
155 18 56 

3 『Rainy Chinatown』RAY 神奈川県 現代ドラマ 150 22 53 

4 『ミノタウロスの富山』八島清聡 富山県 SF 148 39 54 

5 『おもひでの、舟を漕ぐ』七瀬夏扉＠ななせなつひ 徳島県 恋愛・ラブコメ 147 10 57 

 

「カクヨム」上でのユーザー評価機能を基に、人気作品を抽出し傾向を分析したが、地域やジャン

ルに特別な偏りは見られず、作品投稿数に比例した構成となっている。「カクヨム」自体は「ファンタ

ジー」が人気ジャンルであり読者も多い傾向にあるが、そういったプラットフォーム側のユーザーの

嗜好の偏りによる影響は少ないと考えられる。 

 

 (3) コンテスト募集告知ＷＥＢページ訪問状況 

実施期間を通じたＷＥＢページの訪問者数は 12,018 人、の

べ 59,892 回となった。訪問者の性別年齢においては、各性

別・年齢層において偏りなく訪問があった。 

「カクヨム」自体の構成比では男性が８割近いＷＥＢサイトであ

るため、男女比がほぼ同数となった本コンテストは、宣伝施策

によって外部への発信と認知が十分に行われた結果、女性の

訪問数が伸びたものと考えられる。 

 

(4) コンテスト参加者の反応 

コンテスト期間中に届いた要望や問い合わせや、近況ノート（投稿者間の交流掲示板）からコンテ

スト参加者の反応を調査したところ、コンテスト条件の「最大文字数2400字」について、参加のハー

ドルを下げ投稿しやすくなったという反応がある一方で、小説を書き慣れた参加者からは文章を削

ることへの不満の反応があった。また、賞金・賞品がないことを残念がる反応も多かった。近況ノー

トにおいては、投稿者間での応援や励まし、投稿の呼びかけなど、コンテストを楽しんでいる様子

が見て取れた。 

 

 

年齢層 男性 女性 

18-24 16.7% 16.7% 

25-34 18.2% 18.0% 

35-44 10.3% 9.9% 

45-54 4.1% 3.3% 

55-64 1.1% 0.8% 

65+ 0.7% 0.3% 

合計 51.1% 48.9% 
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(5) 宣伝効果 

今回のコンテストでは宣伝予算が限られ実施期間も短かったため、掲載期間や掲載範囲、ター

ゲット指定が柔軟なＷＥＢ媒体にのみ宣伝費を用いた。ターゲットを国内の各地域への関心、小説

投稿への関心を持つ層に限定したことで、低予算ながら総投稿数の１割の作品投稿をプラット

フォーム外から得ることができた。 

その他、ＫＡＤＯＫＡＷＡの各種ＷＥＢ媒体や外部ＷＥＢサイトの協力があり、費用をかけずにの

べ 225,051 名に twitter やメールマガジンで告知することができた。 

作品募集をＷＥＢプラットフォームで行ったこともあり、ＷＥＢ経由での告知に親和性があったこと

に加え、これら協力媒体の効果もあり、同様のコンテストの２倍近くの応募となった。 

※「カクヨム」を利用した類似コンテスト「エッセイ・実話・実用作品コンテスト」では 576 作品の応募、

同時期に開催の「ビーズログ文庫×カクヨム「恋愛小説コンテスト」は 568 作品の応募 

 

(6) 海外発信 

コンテスト実施期間中の海外からのサイト訪問状況を調査した結果、35 か国、17 言語の海外在

住者の訪問を確認できた。募集ＷＥＢページおよび投稿作品が日本語であったにも関わらず、こ

れだけの訪問があり、また「外国人留学生から見た所沢の魅力」「外国人女性が訪問した先での文

化交流」などの海外を意識した作品が投稿されたことは、本試行プロジェクトならびに日本国内の

地域コンテンツへの注目度の高さがうかがえる。 

 

(7) バリアフリー対応 

本試行プロジェクトはウェブサイト上での実施のため、ウェブアクセシビリティの対応状況を調査し

た。調査にあたって総務省が開発し、提供するアクセシビリティ評価ツール「みんなのアクセシビリ

ティ評価ツール：miChecker」を使用した。 

アクセシビリティ検証・音声ブラウザ視覚化の評価は「良い（★2）」という判定を得ており、高齢者・

視覚障がい者も閲覧しやすい状態で実施できた。 

 

課題 

・日程・費用 

契約締結から事業終了まで 5 か月（2016/10～2017/2）という限られた期間で、予算にも限りが

あったため、短期間で実施できるコンテスト条件を採用した。短期間での実施事業という面では成

功であるが、将来的にコンテンツを二次展開、三次展開していくには、原作は長編作品のほうがよ

り適している。長期的な発信を行うためには、日程や予算規模について一考の余地がある。 

・二次展開を前提とした設定 

テキストを原作としてアニメ、コミック、ゲームなど二次展開することを前提としたコンテンツ募集を行

うには、企画時から展開案を想定して準備する必要がある。単年事業でコンテンツ募集から二次展

開までを完了するのは現実的には難しいため、長期的に取り組める体制とすべき。 
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・投稿作品の著作権 

翻訳版の権利は内閣官房に帰属することになっている。内閣官房が使用するか、使用許諾を出

さない限り、事業実施後は翻訳版が広く海外発信できず、コンテンツを活用しにくい可能性があ

る。 

・賞金、賞品など褒賞 

賞金や商品などの褒賞を設けることができなかったため、参加者のハードルを下げるために作品

の文字数を短めに設定したが、作品・コンテンツのクオリティ向上や多彩な展開のためには、やはり

10 万字程度の長編であることが望ましい。 

・国際性を高めるための施策および海外発信 

テーマ設定がやや投稿側（日本人）に依った感があった。より「海外」を意識したテーマ・キーワー

ドとすることで、翻訳しやすく、外国人の興味を引きやすい作品募集を目指す。また、審査員に日

本在住の外国人を加えることでも、国際性をもったコンテストにできる。海外発信にあたっては現地

の状況に左右されるため、効果的な発信を行うにはゆとりをもった日程を組む必要があり、予算時

から変更に際して柔軟に対応できる体制を整えることが重要とわかった。 

注意を要した点は以下の通り。 

・中国での電子書籍配信…中国のサイトで配信する場合、現地での内容確認に時間を要す

るため、今回は現地サイト上で配信せず、日本側サイトにアップした翻訳版 PDF へ誘導した。 

・現地の祝日やイベント…結果発表時期が春節と重なったため、事前調整が必要となった。 

・バリアフリー対応 

ウェブサイト上でのプロジェクト試行であるため、視覚障がいへの対応が必要となる。投稿作品の

閲覧においては既に「良い（★２）」との判定を得ているが、より読み易い色の使用や文字サイズ、

読み上げ機能に準拠したデザイン構成など、改善の余地は残っている。また、作品投稿ページに

おいても改善の必要があり、視覚障がい者からの作品投稿できる環境を目指したい。 

・2020 オリパラ大会に絡めた告知 

規定により明示できない中で 44 件のオリパラ関連作品の投稿を得ることができたが、作品全体に

おける比率は 5%以下で、読者に対して強くイメージさせるものではなかった。2020 オリパラ大会に

向けて、より一層の関心を高め、機運を醸成するためには明示的な打ち出しが必要である。 

・UGC の管理運営 

今回はプラットフォーム「カクヨム」を使用したことで、UGC の管理運営に関する多くのコストを負

担することなくコンテスト実施できたが、これらプラットフォームを使用しない場合は以下のような業

務負担が発生することが想定される。 

 ・同時多数アクセスに対応できる環境づくり 

 ・掲載ポリシーの策定と不適切コンテンツの監視と排除 

 ・上質なコンテンツが集まる「場の雰囲気の醸成」 

 ・小説執筆経験のある参加者の集客 

このうち、「場の雰囲気の醸成」「作家の集客」については、数多くのベストセラーを世に出してき

－185－



 

 

たＫＡＤＯＫＡＷＡのブランド力に依るところも大きい。新規で同規模のシステム構築を行ったとして

も、必ずしも同様の結果にはならないと考えられるが、投稿者の集客コストとしての宣伝予算を大き

く設定することでブランドへの依存度も下げられるであろう。 

・電子書籍 

作品集電子書籍版を無料配布したが、電子書店は基本的には有料の電子書籍を扱うため、無

料版を設置するためにはサイト側との調整が必要になった。また、電子書店内では有料版が目立

つようになっているため、電子書店で無料版を効果的に配布するには、費用をかけて電子書籍の

宣伝を実施するなど工夫が必要である。 

・自治体等の協力 

試行プロジェクトとして全国各地どこのことでも書けるテーマ設定としたため、自治体の協力も、告

知チラシの配布や結果発表作品集の配布という、全国一律的な限られた協力体制であった。 

今後、特定地域に絞ったテーマや、地方自治体が押し出したい特産物を扱ったテーマの作品を募

集するコンテストを開催する場合には、自治体との強力な連携体制を整える必要がある。 

 

 

将来計画 

「あなたの街の物語」コンテストで得た知見を活かし、2017 年度以降はコンテスト規模を拡大し、

Web からリアルな地域へ人を送りこめるエンターテインメントと仕組みの創出を目指していく。 

具体的には、地方自治体と連携し、観光地や特産物、伝統文化といった自治体が活用したい資

源をコンテストのテーマとして設定し、コンテンツ化。各種メディアに展開することでユーザーの地

域への興味を引き出し、さらに観光情報を併せて提供することで現地訪問につなげる。全国の自

治体と共にこのプロジェクトに取り組むことで、日本全国のコンテンツを集積し、さらに新しい作品が

生み出されていくプラットフォームとして、カクヨムの機能を強化していく。 

今後は海外発信も拡大することでインバウンドにつなげ、2020 年やそれ以降に向けて、世界のク

リエーターやファンが何度も訪れるコンテンツ大国ニッポンを創造していきたい。 
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■展開イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■スケジュール案 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

日程 基本事業 
コンテストの 

地域連携 
イベント 

ツーリズム 

（外国人観光客） 

コンテンツ 

海外展開 

2017 

年度 

コンテスト実施 

ＩＰの多角展開 

エリア別で展開 

自治体連携強化 

ＷＥＢイベント開催 

リアルイベント開催 
プラン提案 アジアでの展開 

2018 

年度 

コンテスト実施 

ＩＰの多角展開 
複数エリア展開 リアルイベント開催 

見学型、参加型プラン

を実施 
欧米等にも拡大 

2019 

年度 

コンテスト実施 

ＩＰ展開の強化 
日本全域展開 エリア版フェス開催 

体験型、共感型プラン

を実施 
海外展開が定着 

2020 

年度 

コンテスト実施 

ＩＰ展開の強化 
日本全域展開 全国版フェス開催 長期滞在型、教育型 海外展開の強化 

2021 

年度 

コンテスト実施 

ＩＰ展開の強化 
世界での展開 クリエーター会議 次世代ツーリズム提案 海外の新展開提案 

2022 

年度 

コンテスト実施 

ＩＰ展開の強化 
世界での展開 クリエーター会議 次世代ツーリズム展開 海外の新展開拡大 
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日本を愛する世界的に著名な海外ファッションデザイナーによる 

プレゼンテーション 

一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構 

 

 

実施団体 一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構 

実施時期 2016年 10月～11月 

場 所 東京都 

概 要 東京ファッション・ウィークにおいて日本の優れた素材を使用した製

品のプレゼンテーションを行い、そのクリエイティブな魅力や日本の

素晴らしさを国内外に広く発信。世界的に著名なデザイナーが日本の

素材の魅力を語る映像製作・配信を行う。 

効果検証方法 ・ファッションの視点から日本のクリエイションおよび素材、産地の魅力の認

知を高め、理解を深める効果 

・媒体露出（新聞・雑誌等紙媒体、オンラインメディア掲載）、バイヤーやイ

ンフルエンサー等の来場者層を調査 

・イベント来場者数、ライブ配信閲覧数、ドキュメンタリー映像再生回数、公

式サイトのイベントページ PV 数、SNS 拡散状況等を測定 

 

試行プロジェクトの概要 

実施背景 

◎ 日本の素材は世界中の高付加価値なものづくりを支えている 

 日本はイタリア、イギリスと並び、世界三大素材産地と言われており、多種多様な素材産地が存

在する。欧米のメゾンでは既に日本素材を使用が増えてきており、伝統的な技術とともに創造力や

革新性も評価されている。 

◎ 海外展開が生き残りの鍵 

 素材産地は 90 年代以降低価格の時代の波に押され苦況が続いてきたが、近年は、独自の価

値を追求し、研究開発を積み重ねた工場や職人のみが生き残り、産地を支えている。2010 年代に

入り、世界各都市で大量生産・大量消費から付加価値を求める動きが強まる傾向にあり、この機に

日本の優れた素材の魅力を海外に発信することでメイド・イン・ジャパンの認知度を高め、次の世代

の活路を開く必要がある。 

◎ スポーツ×ファッションの融合が進化 

 近年、スポーツ市場ではファッションデザイナーがブランディングやデザインを手がけ、成功す

る事例が相次いでいる。また、ファッションのクリエイションにおいて「スポーツ」は重要視されており、

双方を関連付けたコンテンツはより発信力が高いと考えられる。 
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実施目的 

 日本の素材を継続して使用しており、日本好きでも知られる世界的に著名なファッションデザイ

ナー①「ウミットベナン」(*1)と②「コシェ」(*2)をパートナーデザイナーとして2016年10月開催の「東

京ファッション・ウィーク」にてプレゼンテーションを行い、日本の素材の素晴らしさや日本に期待し

ていることなどのメッセージをインタビュー記事や動画で国内外に発信することで、2020 年に向け

て興味喚起、機運醸成を行う。また、ファッションイベントにおけるバリアフリーの課題を抽出し、

ファッション・ウィークでの環境づくりにおける検証を行う。 

  

*1) ウミットベナン  

1980 年、トルコ人の両親のもと、ドイツで生まれ、2 歳から 15 歳までイスタンブールで過ごした。ボ

ストン大学にてマーケティングと PR の学位を取得後、インスティチュート・マランゴーニ（ファッション

修士コース）、セントマーチンズ（スタイリングコース）、パーソンズ（パターンメイキング）にて学ぶ。

ユニークな経歴と、その多国籍な文化的背景が反映された独創的なクリエイションによって、未来

のメンズファッションシーンを担う存在と目されている気鋭のデザイナー。2009 年にミラノで自身の

ブランドを設立。2011 年から 2013 年までトラサルディのファッションコンサルタントを担当。 

 

*2) コーシェ（デザイナー クリステル・コシェール） 

セント・マーチン美術大学を卒業後、エンポリオ・アルマーニ、クロエやドリス ヴァン ノッテンなど

のビッグメゾンでキャリアを積んだ若手実力派。2010 年にシャネル傘下の老舗クチュールアトリエ

「ルマリエ」のアーティストティック・ディレクターに就任。2015 年には”LVMH ヤング ファッションデ

ザイナーズ プライズ”（LVMH プライズ）のファイナリストノミネート。2016 年春夏より、パリ・ファッショ

ン・ウィークへ参加。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組み内容 

１）「東京ファッション・ウィーク」でのプレゼンテーション 

 ①ウミットベナン 

 開催場所：公式会場（渋谷ヒカリエ） ホール A  
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 開催日時：平成 28 年 10 月 18 日（火）21:00〜 

 来場者：バイヤー、媒体関係者、インフルエンサー、海外媒体・バイヤー他 

 来場者数：約 625 人 

 

 

（プレゼンテーション概要） 

・ ヒカリエホール A を満席に埋める６２５名が来場（インビテーション８５４名配布）。通常のショウよ

りも海外メディア勢が多く目立った。 

・ 今シーズンのテーマは“A Mexican Guy Living in Texas(テキサスに住むメキシコの男)”。テキサ

スとメキシコの国境線近辺の風景のように、フロアには乾燥した砂を敷き詰めつつ、所々にサボ

テンが配置された。 

・ 「トウキョウ」というメッセージとともにショーがスタート。メキシコというワードからよく連想されるよう

なカウボーイスタイルではなく、ウエスタンなカルチャーに影響された“西洋かぶれのメキシコ人”

をイメージしたワードローブが発表され、大喝采のうちに幕を閉じた。 

 

 

（日本の素材について） 

・ シャツ地、ジーンズ地には日本製の素地を使用している。 

・ ショウ終了後、ホワイエにて囲みインタビューを実施では、東京から情報発信する意義、日本素
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材について言及。 

・ 5 年間で 40 回来日しているウミット氏は、「クリエーターに刺激を与える街だと感じた」と語った。 

・ 「ミラノで活動した後に、パリでコレクション発表をしていたが、今回初めて東京を選んだことは

大きな転機となった。パリで発表するよりも東京の場を選んだということでよりクリエイションのレ

ベルが上がったし、刺激も受けた。東京でコレクションを発表することは自分にとって時期も良く

て 大きなチャンスをもらったと思えた。」  

・ 「従来の風習に縛られているパリにはもはやエキサイティングさを感じず、東京ということで新鮮

味を出せると思った。」 

・ 日本の素材に関しては、「日本の素材は繊細で、玄人にしか良さが分からないレベル高いもの

である。」「ファッション業界ではイタリアの産地が最高峰と言われ、日本の素材はよく比較され

るが、イタリア産の生地と比べる必要ない。日本の方がずっと革新的でクリエイティブである。イ

タリアのメーカーは昔からある天然繊維の上質なもの、例えば最上級の昔ながらのカシミヤの

生地を作るのは上手いが、日本はそのカシミヤに合繊を混ぜてみるという冒険をしたりする。イ

タリアのメーカーよりもずっとクリエイティブな面は上回っているのだ」 

・ 「日本のメーカーはリスクを恐れず非常にフレキシブルでクリエイティブ」「長いファッション文化

があって、やはり東京はアジアのファッションの中心。日本ほどファッション産業のどこを切り

取っても尊敬できる素晴らしい国はないということを認識して、新しい波を起こしてほしい。」と

語った。 

・ ショウの翌日、イタリア商工会議所にて開催されたシンポジウム「Vogue Italia - WWD Japan - 

Umit Benan による討論会 『2017 年以降ファッショントレンド』」にスピーカーとして参加。サラ・

マイーノ氏（Vogue Italia / シニア・ファッション・エディター）、向千鶴氏（WWDジャパン編集長）

とものづくりの方向性についてディスカッションを行ない、上記同様に日本素材のクリエイション

における優位性について強調した。 

・ トルコの生地メーカー・縫製工場を擁する大手アパレル企業が実家であり、活動ベースをミラノ

に拠点かまえるウミット氏が評価することにより、より説得力があった。 

 

②コシェ 

 開催場所：原宿通り商店街  

 開催日時：平成 28 年 10 月 19 日（水）19:00〜  

 来場者：バイヤー、媒体関係者、インフルエンサー、海外媒体・バイヤー、障がい者他 

 来場者数：約 1000 人 
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・ 東京のファッションを代表する街である原宿通りを舞台に、路上でのファッションショーを展開。

原宿通りはこれまで多くのストリートカルチャーを生み出した名ストリートとして国内外から一目

置かれているが、これまで文化事業の会場として使用されたことはなかった。今回初めての開

催となり、東京のカルチャーの震源地から国内外へ情報発信を行う意義深いイベントとなった。 

・ 通常は招待客のみクローズドな環境で行われ、かつバイヤーやジャーナリストが最前線の席に

座るのが定型であるファッションショーが、全員立ち見、一般の通行人までも巻き込む大掛かり

かつゲリラ的な形式で行われた会場は熱気に溢れた。事前に場所を告知していなかったにも

関わらず、約 1000 人の来場者に溢れ、大盛況となった。 

・ モデルのキャスティングは東京の"今"を表す人達をセレクトし（通常のファッションショーではプ

ロフェッショナルなモデルをキャスティングする）、様々な体型、表情の面々の 45人が集結した。

オープニングを飾った鈴木えみや黒田エイミ、吉田沙世、マドモアゼル・ユリア、コシェのミュー

ズ、AMBUSH デザイナーの YOON ほか、デザイナー自ら声をかけた一般人も含む。結果として、

SNS 上での情報拡散へつながった。 

・ 東京ファッション文化を体現している代表格でもあるバーバル氏のアクセサリーブランド

AMBUSH と全面コラボし、全ルックのアクセサリーにスタイリングされた。 

・ デザイナーへのインタビューでは、「日本の人たちは本当にファッションを愛していると感じます。

非常にクリエイティブであると同時に遊び心もお持ちですし、自分を表現するためのツールとし

てファッションを使いこなしています。そしてこれらは、自分のブランドととも強くリンクする部分だ

と感じています」と語った。 

 

２）「東京ファッション・ウィーク」公式媒体、メディアパートナーからの発信 

①ウミットベナン  

公式サイト：ブランド/デザイナープロフィール/コレクション紹介 

http://amazonfashionweektokyo.com/en/brands/detail/umit-benan/ 

②コシェ 
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公式サイト：ブランド/デザイナー/プロフィール/コレクション紹介 

https://amazonfashionweektokyo.com/en/brands/detail/koche-presented-by-h-beautyyouth/ 

 

３）国内外市場に向けた、ドキュメンタリー動画の制作・配信・検証 

ウミットベナンおよびコシェに日本のクリエイションや素材の魅力についてインタビューを行い、プ

レゼンテーションの様子とともに編集したドキュメンタリー映像を制作。公式サイトにて配信を行っ

た。 

① ウミットベナン（写真左） 

http://amazonfashionweektokyo.com/jp/topics/interview/umit-benan/ 

② コシェ（写真右） 

http://amazonfashionweektokyo.com/jp/topics/interview/christelle-kocher/ 

 

 

４）障がい者対応の検証 

東京ファッション・ウィークのメイン会場であるヒカリエ及び外会場にて、車椅子観客の観覧試行を

おこない、受付→入場→観覧→退場までのスムーズさ、導線の通りやすさ等のヒアリングを行なっ

た。その結果、バリヤフリースペースの必要性がわかった。今回お話をうかがったのは、電動アシス

ト JW の車椅子を使用する徳永啓太氏（２９歳）。同氏は原宿・表参道のファッションのコワーキング

スペース「coromoza」のスタッフであり、東京ファッション・ウィークではショウや展示会を精力的に 

取材している。 

Q．ヒカリエでのショー鑑賞について 

今後、私以外の車椅子使用者が観覧することを考えると車椅子スペースを設けた方がアテン

ドスタッフの対応もスムーズですし当事者も不安になることなく鑑賞できるかと思います。今回

ショーを廻っていてアテンドスタッフにより対応の仕方が異なったことでカメラマンとのトラブル

が何度か起きております。コレクションショーはビジネスの場所だと思っておりますので特別対

応するというよりは当日のトラブルを避ける為という考え方が良いと思います。またヒカリエでの

ショーの場合、終了後一気に観覧者が出て行く為素早くアテンドが誘導した方が良いと思いま

す。人が混雑するところに慣れてないとかなり危険だと感じてます。ショーとショーの間の山手

線での移動は、健常者と障がい者の移動方法（エレベータ）・移動にかかる時間の違いによる
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ところが多かったです。特に渋谷駅に到着してからヒカリエホールまでのアクセスが非常に煩

雑なルートで手間取りました。 

 

Q. 野外でのショー鑑賞について 

コシェのショーに参加してすごく難しい問題だと感じました。当日はかなりカオスだったので致

し方ないことですが、大変混雑しておりアテンドが難しかったことは否めないと思います。通行

人と一般のお客様そして関係者の区別が招待状でしか確認が取れず、重要な方でも招待状

提示していないと流されてしまっているケースもございました。幸いにも私はショー始まる 30 分

前についていたためアテンドスタッフも少し余裕があり、カメラの近くに場所取りできました。 

余裕を持って会場に来た人はショウをきちんと見れて、直前に来た人は見づらい。この条件

はジャーナリストやバイヤーと一般、そして健常者、障がい者平等でした。これに関してはアテ

ンドのアドリブや一緒に観覧するお客様のご協力が必要と感じました。そこは強制ではなくご

配慮、お気持ちに頼るしかないかと考えますので難しいと感じました。ご参考まで、ショーに関

しての良い事例をご紹介します。 

【ディズニーランドの対応】 

・ショーの内容によって見やすさは異なるが会場にはバリアフリースペースを設置。 

・車椅子の方は会場入りする前、列に並ばず特定の位置で待機。 

・当事者はアテンドの混雑を避けるため 20 分前にはお越しくださいとご案内されます。 

・ 身障者を先にご案内、または車椅子スペースが動線にかかる場合は最後にご案内 

 

効果と課題 

効果  

１） 日本のものづくり・文化の海外向け発信 

・ 本プロジェクトは、日本のものづくりやカルチャーへの造詣が深く、かつ世界的に発信力のある

ファッションデザイナーのクリエイションとメッセージを通じて、日本の文化の魅力を世界へ広く

発信し、ファッション（文化的な）視点から 2020 年オリパラ大会の興味喚起・期待感を醸成して

いくことを目的としている。 

・ 本年度は、メンズ・レディスともに、新世代を代表するファッションブランドとして世界から期待さ

れる著名ブランド「ウミットベナン」「コシェ」を招聘した。海外において、著名ファッションデザイ

ナーは文化人のセレブリティとしてその言動が常にメディアに注目され、自身も文化人のネット

ワークが広いことから、２ブランドの東京でのプレゼンテーション開催は大きな注目を集め、結果

として、前シーズンを大きく上回り東京でのファッションウィークで過去最大のメディア露出を獲

得した（前シーズンが 1,599,646,700 円、該当シーズンが 2,575,521,026 円）。露出地域は主に

欧州、アメリカ、アジア、アメリカと広域に及んだ。ウミットベナンに関する露出はテレビ 2 媒体、

新聞・雑誌 7 媒体、ウェブメディア 68 媒体、コシェはテレビ 2 媒体、新聞・雑誌 11 媒体、ウェブ

メディア 49 媒体となった。 
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・ ウミット・ベナン氏はパリ、ミラノでの活動が中心となっていることから、東京での開催は世界各

都市のメディアから注目された。インタビューでは、今回メッセージとして発信したいキーワード

である「日本の各地の素材産地、ものづくりの素晴らしさ」「伝統と革新」「日本のファッション（文

化）への期待感」を力強く語った内容となり、今回のコレクションとともに発信される他、アーカイ

ブとしても意義深いものとなった。５年間で４０回来日しているという同氏は、「日本はものづくり、

デザイン、マーケット・・・全てにおいてレベルが高い。もっと自分たちで盛り上げて、新しい波を

作って欲しい」と集まったメディア関係者へ激励を送り、各媒体でポジティブなメッセージとして

発信された。 

・ 新たなモードの担い手として注目されるクリステル・コシェール氏は、独自のゲリラ的プレゼン

テーション手法で東京のストリートカルチャーの“今”を編集するとともに、高度な技術によって

作られたコレクションがリアルな出来事として立ち現れるという斬新なファッションショーで大きな

話題となった。学生時代から日本のファッションの情報を収集して研究していたという同氏は、

「日本人のデザイナーのものづくりの姿勢や考え方は尊敬に値するものですし、日本のアート

やクラフトなどのものづくりにも強い共感を覚えます。日本には、伝統的なものと革新的なものが

上手く共存していることも大きな魅力だと思います」と語っている。 

 

デザイナーのプレゼンテーションとともに、海外のメディアで 2020 年オリパラ大会の調査事業の

一環として招聘されたことが語られており、本事業への興味関心が高いことがうかがえた。 

 

（海外メディアの反応） 

・ ウミット氏は、東京は長い歴史を持つアジアのファッションの中心地であり、日本のメンズファッションについ

て、“最も洗練された街”と語る。東京は、世界で最もクリエイティブなバイヤーとデザイナーが集中している街で

あり、それに加えて最も洗練された買い手がいる街であると説明した。 (フランス Quotidien Paris) 

 

・ 日本とフランス、ふたつの国が共同で取り組んだチームプロジェクトでした。東京の若者たちなどと出会えて、

ふたつの違う文化がひとつになった、本当に素晴らしい化学反応が起こったと思いました。 (フランス Fashion 

Network) 

 

・ 「日本は、とても柔軟でクリエイティブで、枠にはまらない」。ウミット氏は、日本の素材はイタリアに匹敵するも

のであるが、ハイファッションブランドによって統治されてきたイタリアと違って、日本人は、例えば、ナイロンとカ

シミアを混合するといったリスクを取ってきた。イタリア人は 200€の高級素材とナイロンと混合する勇気を持って

いないと語りました。（フランス Le Point） 

 

・ 日本は、ウミット・ベナンに最も重要な市場になってきました。「私は 5 年間日本に頻繁に来ています。日本は

インスピレーションの大きな源です。日本とアメリカなどの異なる世界を、ミックスするのが自分のスタイル。そし

て、日本はアイデアを探求するために通っています。」（イタリア MONDO） 
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２）障がい者対応 

・ デザイナーのメッセージや障がい者へインタビューを通じて、ファッションは、健常者、障がい者

に限らず人々の好奇心を刺激するものであり、同時に、「素敵なファッションをまとって街へ出よ

う」「もっと人と交わろう」というポジティブなモチベーションにつながるきっかけとしても有効であ

ることが確認できた。 

 

課題 

（海外向け発信） 

・ 今年度招聘したウミッドベナン、コシェは世界的に注目されている有名ブランドであったことから、

国内外での最大限の情報拡散につながった。今年度の実績を踏まえて、気鋭の著名ブランド

にパートナーシップを横展開していくことで、さらにストーリーが強まり、情報発信が高まることが

期待される。 

 

(原宿通り 道路許可に関して) 

・ コシェは、原宿商店街を封鎖する許可を警察に取り付けるのに大変な苦労があった。 原宿警

察としてもその道路封鎖を許可したのは歴史的に初であった。あまりにも初めてのことで、商店

街会長の許可をとりつけるにも大変骨をおった。今後、街をあげて文化事業を発進していく上

で、発進する場所の許可のステップが日本としては大きな障壁になるであろう。 

・ 公共の道路でショーを実施したことにより創造できた感動・雰囲気が話題を集めた要因の一つ

ではあるが、日本のファッションを代表する街である原宿の「原宿通り」において、ファッションイベ

ントの道路許可を取得したこと自体が初めてであった。「原宿通り」においては、寺社などのお神

輿イベントも含めて道路許可を出したこと自体が初めてであり、開催までの各所調整には多大な

時間を要し、地域の方も含めて初めてのことに対して戸惑うこと・手間のかかることが多かった。 

・ まず、地域の管轄署の署長に対してのパイプを探ることから始まる。今回は協力団体の役員が

パイプを持っていたことと、現署長が文化事業に対してご理解があったことが功を奏した。 

・ 警察署の現場の担当者とも何度か面談し、丁寧にオペレーションを事前に説明・相談する必要

があった。 

・ 地元の商店街会長（滅多に表に出ない）を探り当て、説得に時間をかけた。一番大きな音が出

る場所に当る店舗（今回は、居酒屋）には何度も客として訪問し、お金を落としながら信頼関係を

つくり、当日は参加者として構えてもらう。 

・ 当日の人誘導のオペレーションは、インターンやバイトではなく、プロのスタッフにお願いした。 

・ 事前に周辺 300 件には問い合わせ携帯電話番号を掲載したイベントへの協力お願いの手紙

を投函しておき、都度対応した。 

・ 当日、イベント直後、および後日に、強烈なクレームが入った４件には、挨拶・謝り訪問を実施し

た。 
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（障がい者対応） 

・ プレゼンテーションでは、公式会場、外会場ともに動線の見直しなど障がい者への安全対策が

必須。プログラム間（ショウとショウの移動）の動線も含め課題を整理するとともに、ファッション・

ウィーク全体のメッセージとして意識を高めていくことでハード面、ソフト面ともに改善が必要とさ

れる。 

 

 

将来計画 

 本プロジェクトは、2016 年度から 2020 年まで毎年各都市から世界的に著名なファッションデザ

イナーとコラボレーションを行いながら継続して年①回開催することで、世界的な認知拡大を狙うと

ともに、2020 年開催のオリパラ大会成功に向けた機運醸成を行う。次年度以降は、今年度同様レ

ベルの著名デザイナーを招聘、障がい者への動線対策を徹底する。また、アウトサイダーアートの

視点から企画展を関連イベントとするなど、発信力の高いコンテンツ設計を行う。 

 また、今年度の実績をもとにスポンサー（大手繊維メーカー、小売店など）、パートナーシップ（メ

ディアなど）の開拓を行い、事業の自立化を行う。 

 

 

 次年度以降想定しているファッションデザイナーは下記の通り。 

・ トーマス マイヤー（「ボッテガ・ヴェネタ」 クリエイティブ・ディレクター） 

・ デムナ ヴァザリア（「ヴェトモン」 ヘッドデザイナー） 

・ ステラ マッカートニー 

・ 中村ヒロキ （「ヴィズヴィム」 クリエイティブ・ディレクター） 

 

 

以上 
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