
 

 

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） 

 

 

実施団体 全国花き振興協議会（代表団体 一般社団法人 JFTD） 

実施時期 2016年 11月～2017年 1月 

場 所 東京都、千葉県 

概 要 「いけばな」を通じた共生社会実現に向け、障害を持つ子供達にいけ

ばな文化教育を実施。また外国人旅行者向けいけばな体験・展示等を

実施し、観光コンテンツとして花を確立させる契機づくりとする。 

効果検証方法 効果 1「いけばな」を通じた共生社会の実現 

・いけばなを学んだ障害を持つ子供達へのヒアリングと教員や保護者へ 

のアンケートにより、子供達の体験前と体験後、体験中と普段との集中度

や関心度などの違いを検証 

効果 2「いけばな」を外国人旅行者向け観光コンテンツとしての確立

する契機づくり 

・展示を見学する外国人旅行者へのアンケート調査、フォトスポットで 

の撮影拡散状況（ハッシュタグにより確認）により、外国人旅行者のいけ

ばな文化への関心度を調査 

 

試行プロジェクトの概要 

 

実施目的 

 日本独自の花文化「いけばな」を、国内外の様々な人々に知ってもらい、見てもらい、体験して

もらうことを通じて、これを次世代に伝え、残していくきっかけとなる取り組みを行う事で、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に向けた機運醸成を図る。 

 

実施スケジュール 

a. 障害者向け文化活動への参画機会拡大 

 東京都立青山特別支援学校でのいけばな体験授業 

 2016 年 11 月 18 日、12 月 5、8、12、15 日 

b. 外国人の日本文化への理解促進 

 成田国際空港での伝統工芸と融合したいけばなパフォーマンス・展示 

 パフォーマンス 2016 年 12 月 27、29 日 

 展示 2016 年 12 月 27～31 日 
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取組み内容 

a. 障害者向け文化活動への参画機会拡大 

 東京都立青山特別支援学校でのいけばな体験授業 

 ・11/18 教員、PTA 向けシミュレーション授業 

 ・12/5、8、12、15日小学部4、5、

6 年生、中学部 1、2、3 年生いけ

ばな授業 

教員、PTA 向けシミュレーション授業 

いけばな個別作品制作 

 

  

 

 

 

 

b. 外国人の日本文化への理解促進 

  成田国際空港での伝統工芸と融合したいけばなパフォーマンス・展示 

  ・染織の伝統工芸といけばなを融合させたライブパフォーマンス（3F） 

   いけばな：一葉式いけ花家元 粕谷明弘 染織：伝統工芸士 西形彩庵  

  ・染織の伝統工芸といけばなを融合させた展示（4F） 

   いけばな：古流松藤会家元池田理英 染織：伝統工芸士 西形彩庵  

  参照：添付 2 成田空港パフォーマー・展示作品制作者プロフィール 

 

  12 月 27 日 3F パフォーマンス 
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  12 月 29 日 3F パフォーマンス    

    

12 月 29 日 3F 完成作品（～31 日まで展示） 

    3F サイン（日・英・中で表記） 

      

    3F 観覧者 
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    12 月 27～31 日 4F 展示、観覧者、サイン 
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効果と課題 

 

効果 

a. 障害者向け文化活動への参画機会拡大 

 東京都立青山特別支援学校でのいけばな体験授業 

 目的：学校教育におけるいけばな文化の普及 

    いけばな文化教育を実現し、東京都教育委員会が推進、同校も取り組みを始め 

    ている「オリンピック・パラリンピック教育」も鑑み、具体的な授業プログラ 

    ムを提供し、知的障害のある子供たちの文化参画機会拡大の契機とする。 

 手段：教員、PTA に対して授業のシミュレーションを行い、プログラムの安全性と 

    有意性を確認してもらい、なおかつ円滑な授業実施に向けた検証、意見交換 

    を行った上で、学校側で作成した学習指導案に沿って小学部 4･5･6 年生、中 

    学部 1・2・3 年生向けに授業を実施。実施後に教員へのアンケート、ヒヤリ 

    ングを通じて障害のある子供たち向けプログラムの在るべき姿を模索、今後の実 

    施に向けた知見を得る。 

         

 効果：全 6 クラス 70 名の児童・生徒に対するいけばな授業が実現。 

    ＜各クラス担任へのアンケート調査結果＞抜粋 

     ●今回の授業を児童・生徒はどのように感じたと思われますか。 

      大変喜んでいる 83%、喜んでいる 17%、どちらとも言えない 0％ 

      あまり喜んでいない 0％、喜んでいない 0% 

     ●児童・生徒が花に触れた反応はいかがでいたか。 

「児童の予想外の反応もみられ、教員も興味深いものがあった」 

「相当意欲的であった」 

「よかった。花の香りを嗅ぐなど興味をもっている生徒が多かった」 

     ●今後、いけばなの授業は継続できると思いますか。 

入学式、卒業式などの学校行事に合わせての実施、活用希望が多く、 

その他にも季節単元ごとに実施可能といった意見もあった。 

     ●その他今回のいけばなの特別授業について思うことがあればご自由に。 

      「子供の動きに合わせてゆるやかに接してもらえたのでのびのびできた。 

      手や足を出してしまう子にも温かく接していただきありがとうございま 

      した。」 

      「保護者からも『普段なかなかできない貴重な体験ができてよかった。』 

と感想をいただきました」 

    ＜主幹教諭（今回事業の学校側窓口）の感想＞ 
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     「年間授業プログラムが決定している中で、今回授業を特別に組み込むこと 

     に関して学校内及び PTA の理解を得ることと、日程の調整等には苦心した 

     が、知的障害のある子供の存在やその特性、子供たちをサポートをしている保 

     護者や学校の存在を知ってもらえたことに深い意義があったと感じている。」 

    ＜副校長の感想＞ 

     「いけばな講師が全員、落ち着いた雰囲気で児童・生徒に接してくれたことが、 

     授業の雰囲気を作り、児童・生徒にも良い影響があった。本物の花に触れる 

     機会は普段あまりなく、自然や季節を感じるという意味でも大変良い授業で 

     あった。」 

    ＜校長の感想＞ 

     大変貴重な体験であった。授業のシミュレーションで自分もいけばなをはじ 

     めて体験したが、仕事を忘れて没頭できるものだった。子供達も同様の感覚 

     あったと思う。特別支援学校の校長会などで話すと、他校の校長も今回取り 

     組みに関心を示していた。教員にも多少の不安あったが、事前のシミュレー 

     ションが功を奏していたし、花の癒し効果を実感した。 

    ＜まとめ＞ 

     今回、知的障害のある児童・生徒に向けた授業を行うにあたり、知的障害のある子供たち

の特性を十分に考慮して実施した。具体的には、 

     ・当初、児童・生徒ひとりひとりがいけばなの個別作品を制作する予定だっ 

      たが、知的障害のある子供の理解度を考慮し、クラス全員でひとつの作品 

      を作る共同作品制作を行うこととした。 

     ・授業のはじめに「見通し」（これから何をするのかを順序立てて、イラス 

      トなど用いて説明すること）を教員から説明いただき、いけばなの説明に 

      ついても同様にイラストを用いてわかりやすくシンプルな内容とした。ま 

      た、児童・生徒の共同制作にあたっては、いけばな講師が自ら手本を見せ 

      理解を促すといった手法を取った。 

     ・作品制作にあたっては、児童・生徒の安全性を考慮し、硬い枝などは使わ 

      ず、柔らかい茎の花を用意した。 

     これらは、事前に学校側から知的障害の特性について十分な説明を受け、 

授業風景の VTR を見せてもらった上で準備した。一般的には障害者と言ってひ      

とくくりにしている傾向もあるが、視覚障害、聴覚障害、知的障害、など障害の種別、障害

の程度によって配慮すべき内容は大きく異なることを学ぶことができた。また学校関係者

の多くからいけばな講師の落ち着いた雰囲気が児童・生徒に非常に好影響をもたらして

いたと評価され、いけばな各流派の家元、副家元、指導者クラスの人材をアサインしたこ

とが奏功した。他方、いけばな講師側は当初「少し身構えた」など障害者に対する遠慮

や未知に対する不安ももっていたが、授業を進めていく中で、最終的には「楽しかった」
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「自分がパワーをもらった」「普通の子供と変わらないことに気が付いた」といった感想で

あった。このことから、障害者向けに何らかの取り組みを行う場合、障害の内容、障害の

程度など必要な正しい知識を持ち、偏見や先入観をもたずに「心のバリアフリー」を実践

することが最も重要であるという知見が得られた。 

 

b. 外国人の日本文化への理解促進 

 成田国際空港での伝統工芸と融合したいけばなパフォーマンス・展示 

 目的：外国人旅行者に向けたいけばな文化の発信を通じて、日本文化を知る機会を創    

出し、外国人の日本文化、いけばなへの関心度を調査、日本の観光コンテンツとしての

可能性を知る機会とする。 

 手段：いけばなパフォーマンス観覧者に対して多言語のアンケート調査を実施、併せて、展示

作品が SNS でどの程度拡散されるかを＃ikebanajoin での投稿を促し確認することとし

た。 

 効果：2回のパフォーマンスは会場前の座席（全108席）が8割程度埋まり、着座だけでのべ170

人以上の観覧があった。同時に、搭乗手続きで航空会社カウンターに並ぶ出国客や搭乗

口に向かう出国客が観ることが出来る場所であったため、着座以外の観覧者も相当数

あったと思慮している。成田空港によると、期間中の第 2 ターミナル利用の出国客は、27

日（火）：18,306 人 28 日（水）：19,516 人、29 日（木）：20,516 人、30 日（金）：19,248 人、31

日（土）：19,129 人となっており、いずれも前年を上回る旅客数であった。 

 

＜パフォーマンス観覧者アンケート調査結果＞日本語、英語、中国語で実施 

     ●回答者居住国 

      日本 38.6％、米国 22.8％、中国 21.1％、豪州 5.3％、韓国 5.3％、カタール 3.5％、マ

レーシア 1.8％、フィリピン 1.8％ 

      以下、居住国日本を除く回答結果より抜粋 

     ●今回の渡航目的 

      観光 74.3％、ビジネス 20.0%、その他 5.7% 

     ●日本の伝統文化で知っているものは 

いけばな 38.3％、茶道 21.7％、書道 21.7％、能・狂言 8.3％ 

織物 8.3％、その他（折り紙）1.7％ 

     ●今回のイベントは、2020 年東京オリンピック・パラリンピックに向けて、日本古来の伝統

文化「いけばな」を再発見して頂くために開催しているものです。さて、2020 年夏に

「東京オリンピック・パラリンピック」が開催されますが、あなたはこのイベントについてど

のように感じていますか。 

      大変興味がある 54.3％、すこし興味がある 31.4％、普通 14.3％ 

      あまり興味がない 0％、まったく興味がない 0％ 
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＜SNS における＃ikebanajoin 拡散状況＞ 

     指定＃（ハッシュタグ）での SNS 拡散が確認出来たものは 10 件程度。期間中にパフォー

マンス、展示作品を撮影する外国人は非常に多く、いけばなへの関心の高さを伺わせた。

一方、ハッシュタグ付の投稿は確認できる範囲でそう多くなく、投稿やタグ付を促すため

の何らかのインセンティブやメリット提供が必要だったと思慮。 

 

＜取材＞ 

     ●12/27 千葉テレビ 18:00「NEWS チバ 600」、21:00「NEWS チバ 930」 

      当日のパフォーマンスの模様を紹介 

     ●12/27 日本花き園芸新聞 2/15 号掲載予定 

 

課題 

 

a. 障害者向け文化活動への参画機会拡大 

 東京都立青山特別支援学校でのいけばな体験授業 

 ＜早期計画策定＞ 

   学校では年間の授業予定が年度当初に決定しており、年度途中に新たな授業を組み込む

ことは難しい側面もあった。今回、当初は課外授業等での実施を想定していたが、学校側の

理解、協力と校内調整に尽力いただき正規の授業として実現した。学校側の受け入れ態勢を

より円滑にするためには、年度開始前の早い段階で相談、交渉を行う必要がある。 

 ＜撮影＞ 

   記録用の撮影について、学校側と相談の上、事前に PTA 代表者に事業趣旨、授業内容の

説明を行った上で、撮影に関するお願い・承諾書を全ての保護者に配布、承諾書の提出を受

けるといった方法を取った。事前の予想では、児童・生徒の顔が公開されること了解する保護

者は多くないと思われたが、結果的には児童・生徒 70 名中 40 名の保護者から承諾を得ること

が出来た。これは、日頃の学校活動で培われた保護者の学校に対する信頼感、丁寧に事業

の趣旨説明を PTA に対して行ったこと、その内容を PTA が連絡網を使い各保護者へ情報提

供してくれたことによるものであった。児童・生徒の画像、映像を扱う取り組みを行う際に、肖像

権、プライバシーへの配慮は万全を期す必要があり、そのための労力、時間を想定しておく必

要があった。 

 

 ＜実施規模＞ 

   事業終了までの期間、予算を勘案、また最初に事業への理解を示してくれたたため、1 校と

いけばな授業を行ったが、障害のある子供たちの文化活動への参画機会を拡大するという観

点で言えば、今後、実施規模（学校数、児童・生徒数など）を広げるために、個別に学校と相
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談・交渉するとともに、学校共通の授業プログラム導入に向けた教育委員会等への働きかけも

必要と考える。 

 

 ＜障害と障害者を知る＞ 

   今回取り組みの対象は中、重度の知的障害のある特別支援学校に在籍する子供たちとし

たが、障害の種別（視覚障害、聴覚障害、知的障害など）や障害の程度は様々である。また、

同じ重度の知的障害と言っても、ダウン症や自閉スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害、て

んかんなど、他のさまざまな障害と合併している場合もあり、子供ひとりひとりの判断力や理解

力は個人差が大きいのが実情である。障害者向けの取り組みを行う上で、障害の特性や程度

を知り、これに合わせた取り組み内容の慎重な検討は不可欠である。今回取り組みは障害者

全般に適用可能なものではなく、あくまで一部であったことを認識する必要がある。 

 

b. 外国人の日本文化への理解促進 

 成田国際空港での伝統工芸と融合したいけばなパフォーマンス・展示 

 ＜空港内における実施場所＞ 

   成田空港における貸出し可能なプロモーションスペースは 3F 出発ロビーのみ複数個所ある。

当初計画では、到着客を対象とした「おもてなしの花」のパフォーマンス、展示を想定していた

が、2F 到着ロビーにはプロモーションスペースが存在しないことが判明。これは入国者は空港

に滞在させず、出国時に空港諸施設を利用してもらうという空港運営の考え方によるものであ

る。オリパラ時に日本の玄関口である空港において来日する諸外国の観光客を対象に何かし

らの取り組みを行う場合、その実施場所については空港と十分な相談、交渉が必要になる。 

 

 ＜事前告知＞ 

   イベントの事前告知は、全国花き振興協議会のHP、FB、日本いけばな芸術協会HP 、一般

社団法人 JFTD からのリリース、成田空港からのリリース、株式会社全国新聞ネット「47 文化プ

ログラム」、いけばな等関係者及び伝統工芸士個人の FB、ツイッター、インスタグラム、ブログ

などで行った。これらは全て日本語で発信しており、外国人旅行客向けには情報発信は行わ

なかった。一部の外国人向け人気の観光案内サイトについては問い合わせ行ったが、サイトへ

の情報掲載は、有料の広告出稿が前提となっており見送った。今回は国際空港内でのイベン

トという場所の利を活用し外国人へ観てもらうことがある程度可能であったが、実施場所によっ

ては告知、集客のためのメディア露出や情報発信は不可欠であると考える。 

 

 ＜空港施設利用時の制約＞ 

   3F スカイリウムは出発ロビーの中央に位置するプロモーションスペースだが、搭乗手続きの

ための各空港会社カウンターがフロア全体に広がっており、出発便に関するアナウンスも頻繁

に行われている。このような状況下で、イベントは原則、音響（マイクを使った MC、BGM など）
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は使用不可とされていたが成田空港関連会社のイベントプロモーション代理店を通じて成田

空港と交渉、特別に音響使用を認められた。展示などの静的な取り組みであれば特に支障は

ないが、パフォーマンスやショーなど動的イベントを実施する場合は注意が必要である。 

 

 ＜空港におけるアンケート調査＞ 

   パフォーマンス中および終了直後に観覧者に対してアンケート調査を行ったが、展示期間

中のその他の時間帯については空港側よりNGが出た。限られた時間の中でのアンケート調査

となり、サンプル数は 57 とあまり多くは取れなかった。また、アンケート票は事前に空港による

内容のチェックを受け、OK が出たものを使用。 

 

 ＜体験型イベント＞ 

   外国人に日本のいけばな文化を知ってもらうためにパフォーマンス、展示という手法を取っ

たが、より強い印象を持ってもらい、口コミや SNS による情報拡散を狙うためにもいけばなや伝

統工芸の体験プログラムを提供すべきであった。当初計画にはそれぞれの体験プログラムも組

み込んでいたが、予算バランスを考慮し見送った経緯もあり、次回以降の優先事項としたい。 

 

将来計画 

2017～2018 年 

 ・プロジェクト検証結果に基づき、学校教育におけるいけばな授業の実施 

 ・同じく競技会場、公共施設などでの「おもてなしの花」実施 

2019 年ラグビーワールドカップ、プレオリンピック 

 ・競技会場や公共施設の花装飾「おもてなしの花」実施 

 ・日本の伝統的花文化いけばなを活用した「ビクトリーブーケ」供給 

「ビクトリーブーケ」供給 

2020 年東京オリンピック・パラリンピック 

 ・競技会場や公共施設の花装飾「おもてなしの花」実施 

 ・日本の伝統文化・伝統工芸の粋を集めた「ビクトリーブーケ」供給 

2021 年関西ワールドマスターズゲームズ 

 ・競技会場や公共施設の花装飾「おもてなしの花」実施 

 ・日本の伝統文化・伝統工芸の粋を集めた「ビクトリーブーケ」供給 

以上
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４．食文化 

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 

 

実施団体 一般社団法人和食文化国民会議 

実施時期 2017年 1月～2月 

場 所 東京都 

概 要 和食文化国民会議の会員（学会・研究者・地域サークル・調理師・メー

カー・情報サイト業者・生産者等 450を超える企業、団体、個人）が、

在日大使館員や在日外国プレス、国内外アスリートの家族、障がい者

に「和食」の基本情報である食材や調理方法等を、調理実演を含む体

験型講座で伝達するイベントを実施。イベントの成果を国産農産物を

使用した和食文化普及のための体験プログラム及びマニュアルにと

りまとめる。2020年には「和食の語り部」が案内する大型和食文化イ

ベントを全国で実施する。 

効果検証方法 和食文化に関する講座にて、参加者（外国人、障害者、アスリート）、

講師･スタッフへのアンケートを通じ、課題抽出、改善、和食文化プロ

グラムとして取りまとめる。次年度以降に国内のインターナショナル

スクール、日本語学校、障害者、ホストタウン、わが国在外公館等で

の多言語ツールやマニュアルを活用いただき、WEB、SNSを通じた情報

発信を行う。 

 

試行プロジェクトの概要 

実施背景 

外国人が来日する目的の一番の楽しみが食事であるとの観光庁の調査結果（回答者の 7 割が

選択）もある中、ユネスコ無形文化遺産に登録された「和食」は、外国人観光客からも注目を浴び

ている。しかしながら、外国人向けの料理教室や和食を紹介する講座などは、あまり実施されてお

らず、外国人の興味・嗜好に応えさらに深めていくことに十分対応できているとは言い難い。 

2020 年東京大会では、これまで以上に多くの観光客が来日することが予想され、和食及び和食

文化の体験を求めるニーズに対応した取組を行う必要がある。 

そこで、観光客や選手を含めた大会関係者に向けた和食文化の発信方策を提案するため、外

国人や、障がい者の方々に対応した有効なツールを開発することが重要である。ホストタウンの住

民などによる来日外国人、アスリート等に向けた和食文化を通じた交流イベント等において完成し

たツールが活用されることが期待される。 
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実施目的 

2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会開催に向けて和食文化を伝達したい対象者（来日外

国人・国内障がい者・国内アスリート）向けに多言語版の和食文化パンレットを作成し、実際に和食

の体験型実演会を行うことで、「和食文化の発信・伝達モデル」を構築する。本事業を通じて、実演

会やパンフレットの改善点を把握することで、より広範な対象への効果的な発信手法の確立、また

ホストタウンとなる地方自治体など和食文化の発信・伝達の担い手が活用可能な効率的、効果的、

汎用的な「発信・伝達モデル」の構築を目指す。 

 

実施スケジュール 

・契約日～1月下旬 多言語版「和食文化パンフレット」の作成 

・2017 年１月 28 日（土） 「和食文化の体験会」開催 

・2 月初旬 多言語パンフの追検証及び改訂原稿作成 

 

 

取組み内容（実施内容及び結果） 

① 実施内容 

1） 和食文化の基本情報パンフレットの多言語版作成 

ユネスコ無形文化遺産に登録された和食文化の特徴や食材、楽しみ方などにつき、下

記要領でより幅広い対象者に伝わりやすい内容のパンフレットを作成した。 

イ．日英仏西中亜 6 カ国語+日本語点字の計 7 言語版の作成 

ロ．記載内容・構成 

・ユネスコ無形文化遺産に登録された和食文化の特徴 

・和食の食材、調味料、だしについて 

・和食のスタイル 一汁三菜、茶懐石、会席 

・日本酒、和菓子、お茶 

・箸とマナー 

 

2） 和食文化の体験型講演会の実施 

著名和食料理人などから和食文化の講義、調理実演、体験型実習を行うことで、外国

人や障がい者の和食文化理解につながる効果的な伝達モデルの構築を試行した。実演

会プログラムは作成したパンフレットを参考に構築し、実演会においてパンフレットを配布

することで、パンフレット内容が目的に合致したものか、改善点はあるかにつき、調査を

行った。外国人向け、障がい者向けでそれぞれ検証項目が異なるため、実演会は 2 部

制にて開催した。参加募集方法は招待制にて実施した。 

イ.名称：「和食文化の体験会」 

ロ.日時：平成 29 年１月 28 日（土） 

第１部 10：00～12：20  第２部 14：00～16：20 

ハ.会場：八芳園白鳳館（港区白金台 1-1-1） 

二.参加者： 
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第 1 部 在日外国人（大使館員やその家族など） 

コロンビア ブルガリア タイ アメリカ  エルサルバドル チリ メキシコ ブラジ

ル アラブ首長国連邦 カナダケベック州 ＥＵ代表部 11 か国 21 名 

第 2 部 国内の障がい者、アスリート 

アスリート 1名、パラリンピアン 2名、障がい者（視覚 2名・聴覚 3名、四股 3名 

計 11 名  支援者 5 名 計 16 名） 

ホ.プログラム： 

・主催者挨拶 江原絢子 和食文化国民会議理事副会長 

・和食文化の基本情報のレクチャー 

パンフレットを配布し記載内容の抜粋を司会から紹介 

・「菊乃井」村田吉弘氏による講演 

和食についてレクチャー 

だしについてレクチャー 

だしの引き方と吸地の調理実演 

昆布だしと鰹節及び吸地の参加者による試飲 

展示した鰹節、昆布等だしの現物材料に触れるなどして意見交換 

・千葉伝統郷土料理研究会の講演 

太巻き祭りずしについてのレクチャー 

調理デモと参加者による実習、試食 

・参加者へのインタビュー（質疑応答・意見交換）及びアンケート回収 

※講師概略 

村田吉弘氏 

ミシュラン三ツ星連続獲得店「菊乃井」の主人であり、和食文化の担い手 

の一翼である一流和食料理店の料理人 

千葉伝統郷土料理研究会 

      千葉伝統郷土料理である太巻き祭り寿司の実演を国内外で実施している 

郷土料理の継承団体 

※使用教材 

・和食文化パンフレット（日英仏西中亜+和点字の 7言語版） 

・講師のレジュメ資料 

・昆布、鰹節、のり、巻き簾などの調理実習用品 

へ.実施に当たって特に留意したポイント  

１）講習の冒頭に和食文化に関する基本知識のレクチャーを実施 

単なる料理としての概念だけでなく、ユネスコに登録された無形文化遺産としての和食

文化の特徴を短時間で効率よく伝えるシナリオをパンフレットを基に事前に作成しアナ

ウンスを実施した。 

2)調理実演・実習は、「体験型」を志向し、だし素材の現物に触れ、だし引きの実演を見

学し、試飲を実施する内容とした。郷土料理は太巻き祭りずしの 7名の講師が各参加

者に寄り添った調理実習指導を実施した。 

3)実習後、参加者と講師の対話を行ない、アンケートでは拾いきれない生の声を収集し、

今回の改善点等を把握した。 
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4)会場の選定に関し、障がい者用トイレ等基本的なバリアフリー対応は最低限の条件と

した。会場の砂利道部分に、通常より多い男性スタッフ１０名を配置し、障がいをもつ

参加者の会場への誘導のサポートを行った。手話通訳やスクリーンでのビジュアル情

報の対応を心掛けた。 

 

 

効果と課題 

 

効果・その他 

 

① 外国人向け 

1） 多言語パンフレットの使用及びスクリーンでの英語情報提供を心がけ、更には、だし材料

の現物展示と実際に触れる演出や出汁の試飲、太巻き寿司の調理実習という「体験型」

で行ったことが理解促進に大いに効果があった。 

出汁の講義においては、出汁を掛け合わせることでうまみが増すことを説明した後に、

昆布のみの出汁、昆布とかつおの合わせ出汁、醤油を加えた吸地の試飲を行うことで、

実際にうまみの感じ方が変わることを外国人にも分りやすいように説明することで、和食文

化の基本である出汁の意義の理解促進につながった。 

太巻き飾り寿司の講義では、巻き寿司になじみのない外国人向けに予め教材を素材ご

とに調理工程に併せて小分けにしてセットしておくことで、体験しながら理解が深まるよう

工夫を行った。最終的に全ての参加者が薔薇の飾り巻き寿司の作成をすることができ、

高い満足度につながった。 

参加者向けのアンケート結果からも、「和食文化に興味を持ちさらに深く体験したいか？」

という設問に対して、「とても思った」「思った」の上位2項目の回答が100％であり、高い効

果があったことが示された。 

2） 集客面の観点から、詳細内容の告知を行ったブラジル大使館が、案内時から大きな関心

を示し、他の５か国の大使館へのアナウンス、勧誘が自主的に行われたところ、EU 代表部

が急きょ出席するなど、ニーズの高さが示された。在日大使館向けの今後の定期開催の

実施についての可能性が把握できた。 

3） テーマ設定の観点から、今回取り上げた、和食文化の基本である「だし」及び地域の伝統

和食文化である「太巻き寿司」につき、適切な組み合わせであった。参加者のアンケート

結果から、「とても良かった」「良かった」の回答がだしについては 95％、太巻き寿司につ

いては 91％と高い満足度が得られたことがわかった。また、実演会後にチリ大使館から太

巻き寿司のテキスト購入の希望が寄せられるなど、実演会からより深いレベルの和食文化

の伝達につながる可能性が確認され、テーマ設定として適切であった。 

4） 多言語版のパンフレットについては、参加者から「パンフがあることによって理解が進んだ」

との意見が寄せられるなど、一定の効果があった。 

 

② 障がい者・アスリート向け 

1） 障がい者向けの和食文化関連プログラムやツールが無いことが確認され、本事業で作成
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した点字版のパンフレットをはじめ、障がい者対応の和食の実演会のニーズが高いことが

確認された。参加者向けのアンケート結果からも、「和食文化に興味を持ちさらに深く体

験したいか？」という設問に対し、「とても思った」「思った」の上位 2項目の回答が 93％と

高い評価を得た。 

2） バリアフリー対応について、参加者へのアンケート結果では満足度について「とても良

かった」「良かった」の回答が 79％と一定の評価を得たことが分った。一方で、「対応内容

が異なるので、障がい別に開催してほしい」などの意見もあった。 

3） パラリンピアンより「美味しいだしを使ったメニューが選手村にあったら外国の選手も飛び

つくだろう、選手村で開催されればとても喜ばれるだろう。」とのコメントがなされ、外国人

アスリートにも和食のテイストの受容性がある可能性が確認された。 

 

③ メディア露出 

共同通信、料理王国の取材来場があり、共同通信社は翌日配信を実施し、料理王国は次月

以降で掲載の方針で作業中との報告があった。この他テレビ局から詳細の問い合わせがある

など、メディアにおける注目の高さが実感された。 

 

課題 

① 多言語版和食文化パンフレットにおける課題 

実演会及びその後のＷＥＢアンケートから、多言語版和食文化パンフレットの課題が以下の

とおり挙げられる。 

１）実演会での講義が、アンケート結果でもあまり興味を持てなかった内容としてあげられてお

り、改善を要するプログラムとしても、最も多い人数が選択されていた。時間が長かったと

いうコメントもあった。これは、口頭のみの説明で視覚的な情報があまり示されないまま、比

較的長時間の説明がなされてことに原因があったと考えられる。今後類似の取組を行う際

には、スクリーンを使って、写真等もふんだんに使って、和食文化に関し、理解が深まるよ

うな内容に改善する必要がある。 

1） 作成したパンフレットを実演会などのイベントで活用する場合、「UMAMI」「DASHI」

「YAKUMI」等専門用語の訳が通常の通訳者では難度が高く専門家・専門書の参照、事

前の打合せなどの対応が求められる。また、本事業で試行したように、「DASHI」の特色を

体験できるようなプログラムが有効である。 

2） だしの材料など和食独特の素材は、写真があっても理解できない場合も想定される為、

解説を入れる。実演会では一般には販売されていないような素材も展示することで、高い

関心を示すことができたので、そのような手法も参考となるといえよう。 

3） パンフレットの存在の周知方法は、イベントでの活用以外に、政府を通じた告知や、マスメ

ディアへのＰＲも重要である。また、パンフレットと連動した動画やサイトの構築も重要であ

る。 

4） パンフレットの内容につき、事後の WEB アンケートでは、海外居住外国人から以下の意

見が示された。 

・米、酒については品種、産地など詳細な情報のニーズが高いため、可能であれば、そ

ういった情報を含める。 

・中国語では見出しに四字熟語があった方が理解が深まる。 
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② 体験型実演会における課題 

1） 共通の課題 

イ. 会場の選定について 

    「体験型」イベントの実施には、以下の条件を満たす会場の手配が必要となるが、今回は、

会場が多い都内であっても適切な会場手配が困難であった。 

＜会場に必要な条件例＞ 

・室内での調理が可能 

・バリアフリー対応 

・適正な費用 

・交通アクセスがよい 

・余裕のある広さ 

以上の諸条件に鑑み、会場探しには早めの始動が必要と考えられる。参加者の障が

いの状況によって、使いやすい会場は異なると考えられるため、会場のバリアフリー情

報を把握しておくことも重要である。 

今回利用した施設については、じゃり道があって車いすでの移動が難しく人力でかつ

ぐ必要があった。施設側が対応はしてくれたものの、車いす利用者が自力でも利用可

能な施設が増えていくような、働きかけもしていく必要がある。また、参加者に対して、

施設の環境（トイレ・更衣室の場所等）の状況、当日のプログラムの内容等の情報を予

め伝えておくことが重要である。 

 

ロ.講師 

・「体験型」プログラムへの評価が高いことから、外国人や障がい者への体験型イベン

ト実施が可能な講師の裾野を増やすことが重要である。また、プログラム内容では、

本事業で試行した、出汁やうまみになじみの薄い外国人向けの段階的にうまみを感

じさせる工夫や、出汁の食材を多く展示し実際に触れるようにする、太巻き寿司のよう

に、驚きや喜びを感じる体験ができるプログラムを組むことが重要である。 

・「うま味」など海外ではなじみの薄い特殊用語はあらかじめ訳語を主催者側で用意し

ておくことが必要である。 

 

ハ.調理用教材（材料） 

2020東京大会の調達基準でも議論にあげられている JGAP等の認証食材を調達しよ

うと試みたが、今回使用する食材としては時間や会場での使用の制約により、入手で

きなかった。例えば、米については、スキームオーナーのHPに掲載されている生産者

に照会してみたが、既に販売済みとのことであった。これは、そもそも JGAPを取得した

食材の量が少なく、既に販売先が決まっているものが多いことが原因と考えられた。ス 

ポット的にイベントで活用できるようになるためには、今後、認証取得が進み、調達が

容易になる必要があると考えられた。 

 

2） 外国人向けにおける課題 

イ.参加者募集 
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本事業で招待した大使館関係者を対象とする場合、以下を留意すべきである。 

・実施場所：交通の不案内を想定し極力わかりやすい場所が望ましい。 

・実施曜日：観光客向けは平日での開催でも問題ないと考えられるが、日本に居住す

る外国人向けであれば、休日（土日）がよい。 

・案内タイミング：案内文の英訳に始まり、案内先への紹介ルートやキーマンの選定など

国内の通常対象者との差があることを想定し、極力早期の始動が望まし

い。 

※対象を訪日外国人とする場合には、さらに以下の点を留意する必要がある。 

・参加者に、事前に利用可能な言語についての情報を確認しておき、できるだけ同じ

言語が理解できるグループごとに講座等を行うようにする必要。どうしても、多言語で

の対応が必要な場合は、通訳は英語を使いつつ、紙媒体、スクリーン等でそれ以外

の言語に対応した情報を提供するなどの工夫が必要。 

 

ロ.実演会開催時間の設定 

交通不案内、時間感覚の相違を考慮し、進行マニュアル上、30 分程度の開始遅延の

余裕を持つことや、通訳の時間を十分に取っておくことが肝要。 

 

ハ.宗教上等特有の習慣に対する対応 

ハラル、VEGAN、コーシェル対応に対する基本姿勢の事前決定及び案内時における対

応・未対応の事前告知が必要。 

 

ニ.体験会後のフォローアップ情報の入手先の案内対応 

体験によって和食に興味を持ったとする参加者が多かった。さらに学びたいという

ニーズに対応し、HP、動画掲載 WEB 等参考となる情報提供をしていくことが必要。 

 

ホ.多言語化への対応 

・今回は英語での逐次通訳を行ったが、地方での開催や繁忙期においては通訳の

確保が難しいことも想定され、地域における通訳確保のネットワーク化が課題である

と考えられる。また、本事業では全ての参加者が英語を理解したが、英語での理解

が困難な外国人が参加する場合に複数の言語の通訳の配置は運用上困難である。

このため、外国人参加者の理解促進のためには、ビジュアルの活用や多言語での

説明資料を使って補完することが重要である。 

・和食特有の原材料や調理方法の用語のスムーズな通訳が困難な場合もあるため、

本事業で作成した多言語版のパンフなどは有用であると考える。 

・また、パンフレットを補完するような映像を作成することで、より効果的な理解促進

につながる。実際にアンケートでは講習内容をどこで復習できるのかという質問が

あったが、今回の事業ではそのような対応が行えなかった。今後イベント実施後に

和食文化に関心をもつ外国人が更なるリサーチを行ったり、和食調理にトライできる

ようなレシピの情報が掲載されたＷＥＢサイト等の構築がなされれば、より深いレベ

ルでの和食文化の伝達が可能となる。 

・講話についても、15分くらい何の映像もなく、文章を朗読するような形となってしまい、

－215－



 

 

参加者からは最も評価が低いプログラムとなってしまった。極力「事前シナリオ化」を

行い、スクリーンで映像等も交えて解説したり、1 枚紙程度の配布物で理解していた

だきたい内容を、極力、単純化して提示することによって補完するなどの方策が必

要。 

 

へ.参加者アンケートでは「もっと多くの和食体験ができると思った。」と 

の回答があった。プログラムを事前に情報提供することが重要であるとともに、参加

者のニーズに沿ったさらなる体験型プログラムの開発も必要である。 

 

3） 障がい者向けにおける課題 

① 共通 

イ. 今回は、スケジュール上、視覚、聴覚に障害のある者を同時に対象にしたイベントを

開催したが、必要とされる介助者や、障がい者が集中できるポイント（余計な音や間

があると聴覚障がい者は集中しにくい、使う表現が違う）が違うため、参加者の理解

促進のためには視覚障がい者の方向け、聴覚障がい者の方向け、等個別に実施し

た方が良かったと考える。一方で、異なる障がいのある方が一堂にかいしてのイベン

トというのも意味があると考えられ、イベントの目的に応じた臨機応変な対応が求めら

れる。 

ロ. 今回は目標の 20 名より少ない 16 名であったが、車椅子や、介助者のスペ 

ースは想像以上に必要であったため、結果として適正と思われた。 

会場の広さと参加者数のバランス感覚には専門的な感覚が必要となる。 

② 聴覚障がい者 

1. 今回のイベントでは手話通訳者 1 名で対応いただいたが、通常であれば、2 人体制

で、交代しながら実施すべきところであった。イベントでは最低 2名の方に対応いただ

くよう、人材を確保しておく必要がある。また、どうしても、手話通訳者がみつからない

場合は、スクリーンで文字情報を提示することによって補完するなどの次善策が求め

られる。 

③ 視覚障がい者 

1. 点字識字率が障がい手帖保持者の３割と低率であり、音が一番大きな情報源のた

め、配慮を要する。 

2. 強度の弱視に対しては黒字に白文字の拡大文字が有効であり、配布物を作成する

際には、そのような対応が求められる。 

障がい者への対応については、イベント開催前に地域の支援団体等の専門家の意見  

を十分聴取して、参加する方がイベントそのものに集中できるように準備を怠らな 

いことが重要である。 

 

将来計画 

 前章において課題とそれに対する対応について記述しているが、参加者アンケートで希望する

和食文化の体験プログラムとして、懐石料理、茶道、日本茶の入れ方、ラーメン、発酵食品（こうじ、

味噌など）、豆腐、酒、正月料理、東京大会時に選手が体験できるイベント、各国競技団体の栄養
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士が和食を学べるイベント、祭り寿司のデザインを様々なスポーツチームのロゴにしたイベントなど、

様々な提案があった。 

 これらの意見を参考に、今後、新たな和食イベントのプログラムを開発していきたい。 

 以下、現時点で想定している和食文化国民会議としての取組案を示すが、本事業で得られた

課題も踏まえ、今後の計画も適宜、見直しの上、実施していくこととする。  

 

【2020 年までの将来計画】（案） 

2017 年 

・多言語化ツール（パンフレット）と和食文化体験プログラムの品質向上 

・全国８か所程度での食文化先進都市且つホストタウンでもある自治体等でのイベント開催及

び検証（例：鶴岡市（ユネスコ食文化創造都市）でのイベント等） 

・法人会員及び和食給食推進事業参加校への普及活動 

2018 年 

・上記活用した料理店料理人・スタッフ、調理学校、大学関係者等向けの研修会 

・旅行会社とのタイアップによる訪日外国人向け和食イベントの開催 

2019 年 

・ラグビーワールドカップで来日した外国人への今回コンテンツの実践及び開催各地における

企画の実践と改善点の検証継続 

・改善版イベントの実施及び改善の継続を法人の年度事業として継続実施 

 

【2020 年の将来計画】（案） 

1） 法人活動としてのホストタウン、料理店、青少年への配布、浸透策の実践 

2） 法人活動としての特別イベントの実施による拡大 

  例 1）「和食リンピック」 

オリンピアン・パラリンピアンと国内の小学生の混合チームによる調理等 

  例 2）旅行会社と提携したツアーの企画、実施 

例 3)「「和食」の語り部」が案内する大型和食文化イベントの開催 

3） 地方の外国人、障がい者への映像配信（動画配信、DVD、多言語パンフ) 

 

【2020 年以降の将来計画】（案） 

1） 在京大使館向けの定期的な和食実演会・体験会の実施 

2） 国内障がい者施設向けの定期的な和食実演会・体験会の実施 

3） 学校給食における和食メニューの推進活動である「だしで味わう『和食』の日」使用資料の

改良、自治体等実施主体の増加による発信量の拡大 

4） 広汎なツール（WEB 等）を使用した海外向けの和食文化の発信活動の継続  

5） 法人会員向け「和食文化体験ツアー」実施のサポート 

 

以 上
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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（オイシックス株式会社） 

 

実施団体 東京ハーヴェスト実行委員会 

実施時期 2016年 11月～2017年 1月 

場 所 東京都 

概 要 食の恵みに感謝し、作り手が感謝される国をつくることを目的とした

収穫祭「東京ハーヴェスト」において、食材で装飾したトラック

（HARVEST CAR）で全国各地の生産者にありがとうを伝えながらイベ

ント会場まで行脚する。また、都内では農業を身近に感じる機会が少

ないという課題意識から、収穫体験や農業機器を体験する機会を設け

ることにより、生産者や農業の活性化、「おいしい日本」の国内外へ

の発信につなげる。 

効果検証方法 ・農業を身近に感じられる体験コンテンツを提供し、日本の生産者や農業を

活気づけ、オリパラ大会を見据え「おいしい日本」を国内外に強く印象づ

ける効果。 

・食文化の土台となっている生産者に感謝する文化を育み、生産者がより

注目され、生産者を増やすことにつなげる。 

・各イベントへの来場者数、メディア露出数で効果検証を行う。 

 

試行プロジェクトの概要 

実施背景・目的 

 

イベント全体 

「東京ハーヴェスト」は、豊かな食を作るために努力している生産者のことを忘れがちではないか

という課題意識のもと、食の都市・東京の真ん中である六本木から、食の恵みに感謝し、作り手が

感謝される国をつくることを目的として「東京から、ラブレターを。」というコンセプトの下、2013 年に

立ち上げられた収穫祭だ。「ART」「SPORTS」「MUSIC」などのテーマとともに、豊かな日本の食を育む

各地域の風土・文化・歴史を楽しみながら再発見し、東京から日本全国、そして世界へと「おいし

い日本」を発信する食の祭典を目指している。 

 

本委託事業 

本委託事業では、2016 年 11 月 12 日（土）、13 日（日）に六本木ヒルズアリーナにて以下４つの

企画を行った。 

① 第一次産業に取り組む人が減少するなか、飲食店や料理人には表彰制度があるのに

対し、生産者にスポットライトをあてる機会がない。こうした課題意識の下で、オリンピッ

ク・パラリンピック大会に向け全国各地で機運を醸成させるために「聖火リレー」をモチー

フに「青果リレー」と題して全国各地の生産者をめぐり、感謝の気持ちを伝えた。 
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② オリンピック・パラリンピック大会に向けてより多くの人に日本の食や食に関する問題を

知ってもらい、同時に都内で気軽に収穫体験をしてもらって農業を身近に感じてもらうこ

とを目的に、六本木ヒルズアリーナに規格外のじゃがいもを使用した農場スペースを開

設した。 

③ 食への興味を深める機会として、豊作の象徴でもある藁を用いたアート作品を六本木に

展示し、アートを通じて食や地域で開催しているアートイベントに関心を促した。 

④ 食は一人で食べるよりも誰かと一緒に食べる方が楽しいことから、イベント当日に知り合

いや生産者など食関係の人と、外国人や障がい者の方々を含む多くの人が食を通じて

楽しめるターブルドット（食事机）を作成した。 

 

取組み内容 

青果リレーでは、スタッフがトラックを走らせ、全国各地の生産者に感謝の気持ちを伝えるリレー

を行い、その様子を WEB と当日ヒルズアリーナのステージ上で発信した。 

農場コンテンツは収穫体験にとどまらず、収穫対象のじゃがいもを会場内で食べられるようにす

るなど、より農業を身近に感じてもらえるような体験コンテンツを提供した。また、収穫したじゃがい

もの生産者へのメッセージを書いてもらい、感謝を表現してもらった。これらの事業を通じ、参加し

た生産者が TV や新聞などに露出したり、自身の SNS で積極的に発信したりするなど、日本の生産

者や農業が活気づき、オリンピック・パラリンピック大会を見据え「おいしい日本」を国内外に強く印

象づけることができた。 

藁アートでは、来場者が一緒に写真撮影ができる設置を工夫し、アートをより身近に感じていた

だけるような仕掛けを作った。 

ターブルドットは、野菜や果物の色をテーマにテーブルを装飾し、会場内の食事の感想や生産

者へのメッセージを書ける黒板を用意した。こうした演出により、誰かと一緒に食べることと楽しくお

いしくなることを自然と促す食卓を設けた。 

 

当日の様子 

① 青果リレー 

▼全国の生産者をめぐったのち、その際撮影した動画をイベント当日にステージで上映した。そ

の後、有志メンバーで会場を練り歩くパレードを実施した。最後にはパラリンピアンであるウィル

チェアーラグビー日本代表の官野一彦選手に、聖火リレーをモチーフにした「青果台」に「点果」を

していただいた。 
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農場コンテンツ 

▼通常は廃棄されてしまう規格外のじゃがいもを会場で収穫し、特大スロットマシーンにいれて

転がし、入った点数に応じてじゃがいもがでてくる「JACKPOTATO」を作成した。スロットマシーンに使

用するダンボールは生産者が実際に使用しているものを使い、農業をより身近に感じられるデザイ

ンにした。多くの子どもたちが参加し、収穫したじゃがいもを土産に持ち帰った。また、じゃがいも農

家へのメッセージボードも、参加した方々のメッセージで埋め尽くされた。 
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② 藁アート 

 ▼全長 7m、高さ 4.5m の藁（豊作の象徴）で作られたアート作品を作成した。幅広い年齢層、国

内外の方々が記念撮影をするスポットとして盛況だった。 

 

 

 

③ ターブルドット 

▼「おいしい」という食の喜びをみんなでわかちあう、幸せの大きなテーブル「ターブルドット」を

作成した。フォトジェニックな風景が生まれ、写真撮影して SNS へ投稿する人が多く見受けられた。

また、生産者へのメッセージを書きこめる黒板型のターブルドットには、食べ物への感謝や生産者

への感謝メッセージが数多く寄せられた。 
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効果と課題 

 

効果 

2020 年オリンピック・パラリンピック大会に向けて 

本試行プロジェクトの一つである青果リレーにおいて、オリンピック・パラリンピック大会の「聖火リ

レー」「聖火台」をモチーフに「青果リレー」「青果台」というネーミングにし、全国の生産者に感謝を

届け、また生産者の想いを消費者に伝えた。 

－223－



 

 

オリンピック・パラリンピック大会からネーミングの題材をとったことと、青果リレーにはパラリンピア

ンであるウィルチェアーラグビー日本代表の官野一彦選手にお越しいただき、聖火点火を模した

青果台への点果を実施したことで、2020年オリンピック・パラリンピック大会への関心を高めることが

できた。 

 

また、本試行プロジェクトを通じて、さまざまなレガシーを残すモデルを示すことができたと考えて

いる。青果リレーによる生産者と消費者の交流や、通常であれば廃棄となってしまう規格外のふぞ

ろいじゃがいもを使用した農場コンテンツを通じて、生産者をより身近に感じ、生産段階でのこだわ

りや規格が違うだけで捨てられてしまう食材などの問題への関心を促すことができた。さらに、青果

リレーで生産者のこだわりを伝え、農場コンテンツで「もったいない精神」を発信した。そのほか、藁

を用いたアートや、収穫を祝い大切な人と食をわかちあうターブルドットの取組みを通じて、日本の

食文化を国内外に発信した。特に、藁アートやターブルドットは当日多くの外国人の方が記念撮影

を行う姿が度々見られ、外国人の方に日本の食のイベントを楽しんでいただけた。外国人の来場

アンケート結果（回答数 20）では、来年も「絶対来場したい」「来場したい」と回答した方が合計 85%

と満足度が高く、今回来場した外国人の方が口コミで体験をシェアしていくことで、日本や日本の

食へより関心を持ってもらい、2020 年オリンピック・パラリンピック大会時に日本へ来てみたいと思っ

てもらえることを期待できると考えている。また、多くの来場者が全国の地方自治体や生産者と交流

し、新潟からきた藁アートで都市と地方の交流のきっかけをつくることができた。 

 

イベント全体として 

 本委託事業を含むイベント全体では、2日間で過去最高の約 4万人が来場した（2014年、2015

年はともに約 3万 5千人）。メディア露出としては、フジテレビや朝日新聞などマスメディア含め TV2

件、新聞 2 件、WEB60 件で取り上げられた。来場者アンケートの結果（回答数 266 件）を見ると、5

段階評価で「とても楽しかった」「楽しかった」と回答した方が 90.9%、来年も「絶対来場したい」「来

場したい」と回答した方が 94.9%となり、非常に満足度の高い結果となったと考えている。 

 

試行プロジェクトの想定効果と検証結果 

 

定量的な結果を次頁の表にまとめた。 

それぞれの企画の検証結果分析は以下の通り。 

 

―青果リレー 

 イベント全体のテーマでもある「東京から、ラブレターを。」を実現するために、一般の方から食

に感謝する声と写真を募り、それを生産者に届け、並行して生産者のこだわりを一般の方に伝える

ことを通じて生産者に感謝を伝える人を増やすことをねらって実施した。結果として、投稿数自体

は想定に至らなかった。理由の一つとしては、「#いただきますのラブレター」というハッシュタグ付き
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でSNSに投稿する人が少なかったことが挙げられる。リーフレットにもハッシュタグを記載したが、イ

ベント当日の投稿は伸び悩んだ。 

 一方で事前告知に関しては、ステージ登壇者にも事前告知への協力を依頼してハッシュタグ付

きでつぶやいてもらったり、写真投稿時に次に投稿する人を複数指名するキャンペーンを行ったり

したほか、投稿者を対象としたキャンペーンを行った結果、投稿数を伸ばすことができた。投稿内

容も生産者や食のありがたみに感謝するコメントが多く見受けられ、企画意図はよく伝わっていた。 

 

実施項目 想定する効果 検証項目 検証結果 

青果 

リレー 

生産者に感謝の気持ち

を伝える人が増える 

こと 

各種SNSへの関連ハッシュ

タグ付き投稿数 

 

「#いただきますのラブレ

ター」の投稿数 

231件（Instagram）、 

108件（Twitter）、 

33件（Facebook） 

農場 

コンテンツ 

より日本の農業を身近に

感じる人が増える 

こと 

農場コンテンツへの 

来場者数 

1日目：307人（104組）、 

2日目：306人（105組） 

藁アート 食にまつわるアートをよ

り身近に感じ、地方アー

トイベントに関心を持つ

人が増えること 

各種SNSへの関連ハッシュ

タグ付き投稿数 

約20件（Instagram） 

ターブルドッ

ト 

食への感謝の気持ちを

持つ人や生産者に感謝

の気持ちを伝える人が

増えること 

・ターブルドットの使用者数 

・SNS投稿数 

・1日目：641人、 

2日目：約700人 

・約120件（Instagram） 

 

投稿への「いいね！」数等を考慮すると、想定する効果への貢献は一定程度あると考えている。

また、次回以降のイベント時にも同様のハッシュタグを使用することで、投稿の蓄積ができ、積み重

ねることで効果をより発揮しやすくなることが想定されるため、次回以降も同様のハッシュタグを使

用していくのがよいと考えている。 

 

―農場コンテンツ 

 農業に興味を持ってもらうため、規格外のじゃがいもを使用したコンテンツを用意した。時間ごと

に参加枠を設定していたが、事前配布チケットはすべて配布し、企画実施時間帯は常に参加待ち

の列ができるなど、想定以上の結果となった。 

 事前露出も少なかった企画だが、スロットマシーンが会場内でも一際目につく大きさであったこ
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とと、子ども連れの来場者が多く、子どもの心をつかんだことがたくさんの方に参加していただけた

大きな理由だと考えている。また、企画実施時はナレーション担当のスタッフがスロットマシーンを

動かしている様子を実況中継したり、スロットが当たると音楽が鳴ったりと、盛り上がりを演出できた

のも当日集客に寄与した。 

 農業といったあまり身近でないテーマを扱う際は、農場を再現するといったリアルな現場を都内

で再現するよりは、体験して楽しいコンテンツと絡めることで、参加者を増やし、関心を持ってもらう

機会を創出できることがわかった。 

 今回は制作物の権利やメンテナンスの観点から断念したが、次回以降は制作したものを地方の

農場に設置し、年と地方の交流を促すなど、イベント後にも続いていく仕掛けを実施できないか検

討していきたいと考えている。 

 

―藁アート 

 藁アートを通じて食やアート、各地で開催されるアートイベントに関心を持ってもらうために、会

場の目玉＆フォトスポットとして設置した。イベント当日は撮影スタッフを配置するなどした結果、撮

影する来場者が多く見受けられた。特に藁のかぶりものは子どもから大人、女性や外国人の方にも

好評で、かぶりものを着て撮影する人も多かった。一方で、SNSへの投稿は当日の来場者数ほどは

伸びなかった。 

 投稿数が少なかった理由の一つとしては、投稿時に東京ハーヴェスト関連のハッシュタグをつ

けなかった来場者が一定数いたことが考えられる。また、タグづけのインセンティブもなかったため、

次回以降は投稿者から抽選で藁アートが置いてある新潟の越後妻有地域へのツアー券が当たる

など、地方アートイベントと絡めたインセンティブを組み込むことで投稿数を増やせるのではないか

と考えている。 

 

―ターブルドット 

 ターブルドットはイベント開催期間中に多くの時間帯で席が埋まるなど、想定数以上の方々が

利用した。特に食卓上の装飾は今回の企画でも最も撮影されていたスポットであり、来場者の多く

が立ち寄る目玉企画となった。 

 単なるテーブルではなく、食材を利用したフォトジェニックな仕様になっていることや、メッセージ

を書くことができるボードになっていたことで、多くの方の関心を引くことができたと考えている。 

 食に関するイベントでは飲食スペースが不可欠だが、そのスペースの装飾を、食材を上手く活

用してフォトジェニックなものに仕上げることで、来場者の満足度を高め、SNS等での拡散効果を見

込めることがわかった。 

 来場者の満足度が高かったことに加え、テーブルの黒板スペースには食材や生産者への感謝

の気持ちを記入した来場者もおり、生産者へ感謝の気持ちを伝えるという企画意図が伝わってい

た。一方、そういった内容はSNS等への投稿にはあまり見られなかった。誰かに伝えたくなる装飾で

はあったが、感謝の気持ちとともに投稿するところにまで踏み込んで企画意図を伝えることはでき
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なかった。 

食のイベントでは多くの方が会場内のテーブルで食事をするため、テーブルにイベントのコンセ

プトを伝えるような仕掛けを施すことは効果を見込めることがわかった。次回以降は、イベント企画

に共鳴した投稿をしていただけるような仕掛けを組み込みたいと考えている。 

 

課題 

―オリンピック・パラリンピックへの機運醸成 

 2020 年東京での開催をうけ、全国各地域で機運を醸成するために、オリンピック・パラリンピック

を想起させる「青果リレー」を実施することで、全国のさまざまな地域の生産者や消費者を巻き込み、

機運醸成を図った。また「青果リレー」コンテンツにメダリストの日本代表選手に参加いただくなど、

オリンピック・パラリンピックと関連づけることで、イベント参加者に対して大会への期待を高めること

はできたのではないかと考えている。一方で、オリンピック・パラリンピックを想起させる企画だけで

は、関心を高めることはできたが、参加した方々の行動やモチベーションを変えるには至っていな

いように感じている。より具体的に行動を喚起する場合には、イベントの趣旨自体をそういった行動

を喚起することを目的とした企画にする必要があると考えている。 

 

―外国人に日本の食文化を伝達 

 日本を代表する食のイベントとして、海外のトマト祭りのようなおもしろいイベントがあるという認

知を広めることで、食への関心を持って日本に来る外国人の方を増やし、その結果 2020 年を機に

来日する方を増やすことにチャレンジした。英語対応のリーフレットやホームページの作成、外国

人観光客が行くようなホテルやレストランにリーフレットを設置するなど認知拡大と集客を図った。来

場者アンケート結果によると、事前に新聞やリーフレット等を通じてイベントを知って来場した方は

25%（外国人回答数 20）と一定の集客効果が見られ、当日は多くの外国人が来場して楽しんでいる

様子が見られた。今回のイベントに来られた方々からの口コミで来年以降日本での食体験に関心

を持つ外国人がさらに増えることを期待しているが、藁アートやターブルドットのような日本ならでは

の体験を増やす必要があると考えている。 

 

―都市と地方の交流・融和 

 イベント当日は多くの地方自治体関係者や生産者が来場し、来場者との交流も多く見受けられ

たのは良かった点として挙げられる。一方でイベント開催前後の期間に接点がなくなってしまうため、

イベント後に産地に行きやすくする仕掛けなど、年間を通して企画を考える必要があると考えてい

る。東京ハーヴェストは今回で４回目の開催となったが、毎年来場してくださる方や、毎年出店して

いるマルシェの生産者との交流を楽しみに来て下さっている方もおり、継続して続けていくことで、

都市と地方の交流がより活性化していくのではと考えている。 
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―取組みの認知拡大 

 ターブルドットや藁アート、農場コンテンツなどは目を引く外観だったこともあり、来場者の多くが

写真を撮影していた。その一方で SNS 上での投稿や拡散は思うように伸びなかった。原因としては、

投稿時の本イベントに関するハッシュタグの認知度が低いことや、投稿のインセンティブがないこと

が考えられる。今後イベントや取組みの認知度を上げ、機運を醸成していくために SNSの活用は必

須だと思われるが、SNS 上での拡散の仕掛けとして、インセンティブの設計や当日会場でより一層

投稿を推進する案内をすることが必要だと感じている。 

 

―障がい者の方々へのユーザビリティ向上 

 当日は車いすを利用されている方も来場されており、多くの方々に収穫祭を楽しんでいただけ

た。六本木駅から会場まではエレベーターが複数あるなど、移動しやすい環境にあったことはよ

かった点として挙げられる。一方で会場として使用した六本木ヒルズアリーナ自体は、段差が多く、

車いす等では通りにくい箇所があった。またイベント当日は機材コードやテーブル等の設置物、多

くの来場者がおり、移動しにくい箇所や時間帯があった。段差をなくすべく、一部の箇所ではテー

プを張るなどを実施し、通りやすくしたが、今後イベントとしてより多くの方々に来場いただくために

は、段差等が少ないイベント会場の選定や、会場設営時に段差をなくす取組みが必要になると考

えている。 

 

将来計画 

 

引き続き日本を代表する収穫祭になることを目標に事業をすすめる。2017 年には六本木だけで

なく、東京各所での開催、2018 年には東京各所での開催ならびに地方ハーヴェストを開催し地方

創生の新たなモデルになることを目指していく。2019 年には日本中が JAPAN HARVEST として収穫

祭を盛り上げ、2020 年にオリンピック・パラリンピックイヤーとして盛大な収穫祭を開催。2020 年以

降はこの日本初のモデルが世界に広がり、世界各地で収穫祭が実施されることを目指す。 

 また、イベント当日だけでなく、イベントがない期間も「おいしい日本」の発信や農業体験、生産

者との交流ができるような機会をつくり、年間を通して豊かな日本の食を育む各地域の風土・文化・

歴史を楽しみながら再発見し、東京から日本全国、そして世界へと「おいしい日本」を発信していき

たいと考えている。 

 

以上 
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５．地域イベント 

風とロック芋煮会 2016 「白河の関ステージ」 

福島民報社 

 

 

実施団体 株式会社福島民報社 

実施時期 2016年 9月～10月 

場 所 福島県 

概 要 「風とロック芋煮会」は東北に古くからある芋煮会を機軸に、福島に

関連のある著名人を通じて「元気な福島」を発信してきたが、この中

で、福島の写真パネル展、パラリンピアンが登壇するトークショー、

様々な意識アンケート調査等を行い、「日本で最も心のバリアフリー

を実現したイベント」を目指す。 

効果検証方法 ・写真展で「風とロック芋煮会」の歴史に触れ、音楽、野球、落語などエン

ターテイメントを通じて、福島の住人が福島の魅力に自ら気付き、その魅

力を世界の方々へ発信する一助とする。 

・パラリンピアンとの出会いは、大震災によって発生した様々な問題に今な

お直面している福島県の方々に逆境に立ち向かう希望と勇気の象徴に

なり得るもので、2020年オリパラ大会への機運を醸成していく。 

・1 万 5 千人の来場を見込んでいる会場で、来場者・福島県民の意識調査

を計るアンケート調査を実施（障がい者や外国人等のために取組んでい

ること、障害の有無にも関係なく誰でも心地よく過ごせる空間を作るため

必要なことは何か、福島県が震災から復興していく過程で今よりも元気に

なっていくために必要なことは何かなど）。 

 

試行プロジェクトの概要 

実施目的 

「風とロック芋煮会 2016」は、9 月 18 日日曜日と祝日の 19 日月曜日に白河市のしらさかの森ス

ポーツ公園で開催された。本試行プロジェクトは、フェスティバル会場の入口に、「風とロック芋煮会

2016 白河の関ステージ」という無料のエリアを作り、パネル展示とトークショーを実施した。 

2020 年のオリンピック・パラリンピックを多数の外国人が日本を訪れる好機ととらえ、パネル展では、

さまざまなエンターテインメントを通じて福島に笑顔が生まれた「風とロック芋煮会」の歴史を紹介し

た。 

ステージでは、「風とロック芋煮会」にも福島県にも縁のあるミュージシャンと、福島県出身のパラリ

ンピアンをゲストに招いてトークショーを開催した。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、そして障害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を話し合った。これまでオリンピックにもパラリンピックにも関心のな

かった来場者が「風とロック芋煮会」という野外フェスティバルを通じてパラリンピアンに出会い生の
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話を聞くことは、2020 年東京オリンピック・パラリンピックへの機運を醸成していくと考えている。 

また、音楽や野球、落語、福島県産の食や日本酒などさまざまなエンターテインメントを一度に楽

しめるイベントを、障害を抱えた方でも心から楽しめるために足りないことは何か、また、障害を抱え

た人と知り合ったときにどのように接すればいいのかを知ることで、風とロック芋煮会が「心のバリア

フリー」を実現する道筋を作ることを実施の目的とした。 

 

取組み内容 

 2016 年 9 月 18 日（日）〜19 日（月・祝）に福島県白河市のしらさかの森スポーツ公園で開催し

た野外フェスティバル「風とロック芋煮会 2016」の入り口に無料観覧可能な会場を開設し、さまざま

なプロジェクトを実施した。 

 

取組みの詳細 

 ☆元気な福島を発信する写真パネル展 

日本全国はもちろん世界中から「風とロック芋煮会」を訪れる方々に、「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を開催した。福島民報社の新

聞記事を使用して、2009 年～2015 年まで、「福島でその年に起

きていた出来事を報道する記事」と「その年の風とロック芋煮会を

紹介する記事」の両面で構成した。この写真パネル展は、福島

に暮らす方々が元気な福島の魅力に自ら気が付くことを目的と

した。さらに、福島の元気な魅力を世界中の方々へ自ら発信し

ていく一助となることも目的とした。 

元気な福島を世界の方々へ発信できる絶好の機会が、世界中の方が日本を訪れる 2020 年オリ

ンピック・パラリンピックだと認識してもらえる場にした。写真パネル（ターポリンバナー）は時系列に

合計９枚を作成して会場に展示した。 

 

☆ミュージシャンと現役のパラリンピアンが登壇するトークショー 

会場に設けたトークステージにおいて、トークショーを開催した。 

ここでは、1 日に 3 回、2 日間で合計 6 回、福島県にも「風とロック芋煮会」にも縁のあるミュージ

シャンとパラアスリート（パラリンピアン）がトークをおこなった。 

リオデジャネイロパラリンピックの取材を終えて帰国したばかりの元フジテレビアナウンサー平井

理央が司会を務め、音楽をはじめとするエンターテインメントが福島県に暮らす方々の心の復興に

与える役割や、パラアスリート（パラリンピアン）の目をとおした野外フェスティバルの楽しみ方、パラ

リンピック競技の楽しみ方、そしてこれからの共生社会へ向けた課題などを話し合った。 

フェスティバル当日は 2 日間とも生憎の雨に見舞われたものの、大勢が来場し、ミュージシャンと

パラアスリートのリアルな声に耳を傾けていた。 
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 トークショー１回目 9 月 18 日（日）9:10〜9:40 

出演者：渡辺俊美、半谷静香（視覚障害者柔道）、平井理

央（司会）、箭内道彦（「風とロック芋煮会」実行委員長） 

視覚障害者柔道の選手としてリオパラリンピックに出場した

ばかりの半谷静香さんと、ミュージシャンの渡辺俊美さん、

「風とロック芋煮会」の実行委員長である箭内道彦さんがトー

クを行った。 

最初に、箭内道彦さんは、ここで二日間にわたって開催される「パラリンピアンとミュージシャンに

よるトークショー」にはとても意味があると思うと話した。パラスポーツについてもパラアスリートにつ

いても予備知識のない人間の代表として、ミュージシャンがいること。素朴な疑問を投げかけられる

からこそ、来場者にも身近な気づきがあるのではないかと伝えた。 

三人とも福島県出身という共通点があるが、半谷静香さんは、「私は中学生までスポーツの経験

がなかった。出身のいわき市には山がたくさんある。その山を上り下りして体力をつけたので、まさ

に、福島に育てられて今がある」ことを話してお互いの距離感が近くなった。 

野外フェスティバルに初めて参加した半谷静香さんに、渡辺俊美さんからは「知らないミュージ

シャンのライブがどこからか聴こえてきたときに、その音と出会ってほしい」というアドバイスを送った。

半谷静香さんは「今日一日、冒険する日にしたい」と話した。そのうえで、「今日のようなイベントに

来た時も、柔道の試合でも、とても緊張してしまう。どうすれば、緊張しないようにできるか」と質問を

した。渡辺俊美さんは、「緊張をしてしまうのはしょうがない。ゆっくりと深呼吸をして落ち着くことが

大切」だと話した。一方で、渡辺俊美さんからは、「メンタルはどうやって鍛えているのか」を質問し

た。半谷静香さんは、「もうつらい、ダメだと思ったところからどれだけ頑張れるかが大事」だと答え

た。逆境をどう乗り越えるか。その答えに多くの来場者が聞き入っていた。 

トークショー２回目  9 月 18 日（日）13:00〜13:30 

出演者：曽我部恵一（サニーデイ・サービス）、半谷静香

（視覚障害者柔道）、平井理央（司会） 

視覚障害者柔道の選手としてリオパラリンピックに出場

したばかりの半谷静香さんと、ロックバンド「サニーデイ

サービス」のボーカルの曽我部恵一さん。 

ふたりのトークは、全 6 回の中で、最も”パラスポーツ”の

面白さを感じさせるものだった。 

ロシアのドーピング問題を受けて、急遽、出場が決まり、それから僅か二週間でパラリンピックの

試合を戦った半谷静香さん。メダルのかかった試合の対戦相手はウクライナの選手だった。 

「去年のヨーロッパチャンピオンという肩書きを意識するあまりに、思うような戦いが出来なかった。

だけど、日本で応援してくれている方のためにも、すべてを出し切ろうと思った瞬間から、自分の戦

いが出来た」と話した。真剣勝負の場で、いかにメンタルが大切なのかというトークに来場者は一気

に引き込まれた。 
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その話を受けて、曽我部恵一さんは、「音楽のライブも、１回１回が、真剣勝負。来場者とも自分と

も本気で対峙しなければならない。本番に、自分の全てを出し切ること。もしかしたら、ミュージシャ

ンとアスリートとの共通点は真剣勝負ということかもしれない」と話してお互いの距離感が縮まったこ

とが印象的だった。 

視覚障害者柔道という競技に興味を持った曽我部恵一さんは、一般の柔道と視覚障害者柔道は、

なにが違うのか、半谷静香さんに質問した。「その答えは、組み手がなく、最初から、組み合ったと

ころからスタートすること」だった。逃げることはできず、攻め続けなければ勝てないことと、最近では

見る機会の少なくなった巴投げをはじめ多彩な技が楽しめるという競技の魅力を伝えた。 

 

トークショー３回目 9 月 18 日（日）15:00〜15:30 

出演者：増子直純（怒髪天）、佐藤聡（車椅子バスケット

ボール）、平井理央（司会） 

北京・ロンドンと二大会連続でパラリンピックに出場した車椅

子バスケットボール佐藤聡さんと、ロックバンド「怒髪天」の

ボーカル増子直純さん。ふたりのトークは、全 6 回の中で、最

も”仲間の大切さ”を感じさせるものだった。トークの中では、

まず、佐藤聡さんが車椅子バスケットボールという競技の特性を教えてくれた。 

「障害の重さによって 1 点から 4 点までクラス分けされた選手が 1 つのチームを組むが、その合計

点数が 14点以内であるというルールがある。自分の場合は重度な障害のために持ち点は 1点であ

り、得点力の高い選手をサポートすることが自分の役割」だと話した。 

その話を受けて、ロックバンドを組んでいる増子直純さんは、「ひとりでは何もできないけど仲間が

いるからぼくも音楽をつくることができる」と“チーム”の素晴らしさを話した。 

スポーツチームとロックバンド。どちらもチームという共通点を持っているという気付きの後で、佐

藤聡さんは、「できないことばかりを嘆くのではなく、出来ることを探していくことが大切。それに気づ

かせてくれるのが仲間」だと話して来場者の共感が集まった。佐藤聡さんは、来場者へのメッセー

ジとして、「まずはぼくたちのことを知ってほしい。出会ってほしい」と話した。障害者にも尊敬できる

人がいる一方で、尊敬できない人だっているかもしれない。それは、直に触れあってみなければわ

からない。そんな当たり前のことを教えてくれた回となった。 

 

トークショー４回目 9 月 19 日（祝）9:10〜9:40 

出演者：音速ライン、佐藤聡（車椅子バスケットボール）、

平井理央（司会）、箭内道彦（「風とロック芋煮会」実行委

員長） 

北京・ロンドンと二大会連続でパラリンピックに出場した

車椅子バスケットボール佐藤聡さんと、ロックバンド「音

速ライン」のボーカル藤井敬之さんとベース大久保剛さんの二人組、さらには、「風とロック芋煮会」

－232－



 

 

の実行委員長である箭内道彦さんも参加してトークをおこなった。 

リオデジャネイロのパラリンピックをテレビで観戦したばかりという藤井敬之さんと大久保剛さんは、

「いったい、ぼくは、自分の可能性の何％を使えていて、逆に、どれだけ使えていないんだろうかと

感じた」と話した。 

藤井敬之さんは、福島県に生まれ、現在も福島県の郡山市に暮らしている。2020 年のオリンピッ

クとパラリンピックが東京に決まった時には、「いまだに福島が震災からの復興途中であることを考

えると、オリンピックやパラリンピックで大量のお金を使うことが悔しくて泣いた」と話した。それに対し

て、同じく福島県の郡山市出身であるパラリンピアンの佐藤聡さんは、「ぼくは逆に障害者に光の

当たるチャンスだと思って嬉しかった」と答えた。そのふたりに、福島県のクリエイティブディレクター

をつとめる箭内道彦さんは、「ぼくも、福島をはじめ東北に足を運んで地元の声を聞くことが多い中、

東京オリンピックとパラリンピックが決まったことは、最初、複雑だった。だけど、賛成と反対の板挟

みの立場がアスリートではないか。知らないで反対をすることは簡単。今回のプロジェクトでミュージ

シャンとパラリンピアンがトークをすることで、福島県民がパラリンピアンを知れる機会が作られたこ

とが嬉しい。ぼくたち福島の人間は、パラリンピアンと出会い、いろいろと知ったうえで判断をしなけ

ればならない」と話した。 

 

トークショー５回目  9 月 19 日（祝）13:00〜13:30 

出演者：尾崎世界観（クリープハイプ）、鈴木猛史（チェアス

キー）、平井理央（司会） 

車椅子ユーザーである鈴木猛史さんと、クリープハイプの

ボーカルである尾崎世界観さん。二人のトークは全 6 回の中

で、最も多くの来場者を集め、また、”心のバリアフリー”への解決策を感じさせるものとなった。 

パラリンピックのチェアスキーで金メダルを獲得している鈴木猛史さんは、「金メダルは取った。で

も、その次の日からはチャレンジャーなんです」と話した。重度の障害を抱えながら、世界の頂点と

いう栄光に酔うことなく次を見据える強靭なメンタルは「トップストリートはどういうことを考えているの

か」ということを伝え、多くの来場者に驚きを与えていた。 

今回が野外フェスティバル初参戦となる鈴木猛史さんは、「車椅子のため会場を遠回りしなけれ

ばいけなかったものの、障害を持った自分たちも温かく受け入れてくれるイベントであることが嬉し

い、来年は仲間を連れて一緒に来たい」と話した。尾崎世界観さんは、来場者目線で、「目の前に

車椅子の方がいたらどうやって声をかければいいのか」という素直な質問を投げかけた。鈴木猛史

さんは、「きっと困っている場合は、なんとなく、わかるのではないか。なんでも声を掛けてほしい。

一方で、声を掛けられ慣れていないので恥ずかしい気持ちもある」と話した。それを受けて、尾崎

世界観さんが話した「声を掛ける方も、掛けられる方も、恥ずかしいのはお互い同じなんだとわかっ

た」という想いは多くの来場者の共感を呼んでいた。 
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トークショー６回目  9 月 19 日（祝）15:00〜15:30 

出演者：スコット・マーフィー

（MONOEYES）、鈴木猛史（チェ

アスキー）、平井理央（司会） 

車椅子ユーザーである鈴木猛

史さんと、日本で暮らすアメリカ

人ミュージシャンのスコット・マー

フィーさん。日本ではともにマイノリティという立場で暮らす二人のトークは全 6 回の中で、最も”共

生社会”への課題を感じさせるものだった。 

トークショーは、鈴木武史さんが自らのチェアスキーの競技の魅力として「なんといってもスピード

ですね。速度は 110キロです。車椅子の目線だから、体感速度はもっとものすごいですね」と語るこ

とからスタートした。 

スコット・マーフィーさんはアメリカと日本の社会を比べて、インフラだけを考えれば、日本のバリア

フリーはアメリカに比べて格段に整備されていることを紹介した。公共施設に当たり前のように設置

されているエレベーターをはじめ、道路の歩道に点字を付けて視覚障害者への配慮があることは

日本独特の思いやりであることを強調した。しかし一方で、インフラは整っているものの、人々の助

け合いの心は、アメリカに比べてゼロに等しいと感じると実例を交えて語った。 

鈴木猛史さんは、「障害者にも遠慮なく声をかけてほしい。もちろん、障害を持った当事者である

ぼくたちも、困ったら助けを求めるようになっていきたい」とお互いの歩み寄りの大切さを話した。最

後にスコット・マーフィーさんは、「日本人には、知らない人にもっと声を掛けてほしい。シャイだとは

思うけど、みんなと話したら、もっと楽しい人生になるんじゃない？」と伝え、来場者からは拍手が起

こった。 

☆競技用車椅子デモンストレーション （※雨天時中止） 

実際の競技用車椅子に触れて体

験してもらうことにより、パラスポーツ

への興味を喚起することを目指し

た。 

初めて触れた人が多く、普通の車

椅子との違いなどを興味深く体験す

る機会となった。 

 

☆アンケート調査を通じた意識調査の実施 

来場者/福島県民の意識調査を計るアンケート調査を

実施した。 

「オリンピックに対する意見について」、「トークショーの

感想」、「心のバリアフリーを実現するために必要なこと」
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などを中心としたアンケートを実施し、結果を翌年以降の「風とロック芋煮会」へ反映させることとす

る。 

 

☆トークショーの内容はメディアで紹介（福島民報、渋谷のラジオ） 

イベントの事前事後には、福島県民にも広く本プロジェクトを訴求するものとして、「風とロック芋煮

会 2016 白河の関ステージ」の開催報告とともに、トークショーの内容をダイジェストにして福島民

報の紙面に掲載した。 

また、イベント終了後、イベントに参加できなかった方にも広くトークショーの内容を訴求するもの

として、東京都渋谷区のコミュニティエフエム「渋谷のラジオ」にて、10 月 8 日と 10 月 15 日の 2 回

にわたって、本試行プロジェクトのトークショーを 1 時間番組にて放送した。「渋谷のラジオ」はコミュ

ニティエフエムでありながら、スマートフォンアプリを使えばどこでも聴取可能であり、ラジオをとおし

て日本全国へ取り組みを紹介した。 

 

効果と課題 

効果検証 

 試行プロジェクトを通じて 2020 年オリパラ大会に向け「心のバリアフリー」を実現していくために

必要なことは何か、ステージのトーク終了後に来場者アンケートを２日間実施した。 

このアンケートによって明らかになった課題を、翌年以降のイベントへ反映させていくこととする。 

・調査対象：風とロック芋煮会 2016 「白河の関ステージ」プログラム参加者 

・サンプル数：521 件、男性 228 件（55.7%） 女性 289 件（43.9%）、その他の性別：2 件（0.4%） 

         うち福島県出身/在住者は、53%であった。 

・実施方法 ：トークショーに参加した男女を中心にアンケート用紙を配布、回収した。 

      無記名式で行い、「選択肢形式」と「自由記述形式」を併用している。 

 ・アンケート結果 

 ＜オリンピックに関する意見＞ 

最初に、「2020 年のオリンピック・パラリンピックが日本で開催されることについてについて、どう思

いますか。」との問いをたずねた（図１）ところ、「賛成」が「反対」を大きく上回り、オリンピック・パラリ

ンピックへの期待の大きさがうかがえた。東日本大震災で最も大きな被害を受けている福島県内の

調査ではあるが、リオデジャネイロでのオリンピックが直前まで開催され、また、パラリンピックの開

催期間中であることが大きく後押しする結果となった。 
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賛成意見では、「日本が盛り上がるから」「実際に身近で見ることができる」「日本を世界にアピー

ルできるから」が多く、他にも、「パラリンピアンは障害者ではなく、アスリートであることを子どもたち

に直で見て欲しい」、「世界に 2020 年の日本、安全な福島を知ってもらうチャンスだから」などの意

見があった。 

一方、主な反対意見としては、「震災復興が遅れてしまうのではないか」というものであった。その

他には「東京はいいが、地方には特に影響がない」「コストがかかる」などである。また、メリットもデメ

リットもあるという理由から、「どちらでもない」を選ぶ人が約 20％であり、その理由は、 「震災復興

が遅れてしまうのではないか」という意見が最も多かった。  

 

＜パネル展示に関する意見＞ 

音楽や野球、落語、福島県産の食や日本酒などのさまざまなエンターテインメントが、福島県に

暮らす方々を笑顔にするために果たしている役割をフェスティバルの歴史と共に紹介した。 

パネル展示に関する意見には、「元気をもらった」という意見が多く、2011 年を含むこれまでの福

島の様子をパネルで振り返ることによって福島に暮らす方々が元気な福島の魅力に自ら気が付く

成果を実証した。 

  （自由回答） 

• いろいろ考えさせられました。元気をもらいました。 

• パネル展を見て、「福島サイコー！！！」と思った。福島の良さを、改めて感じました。 

• 福島県以外の人に福島のことを知ってもらえるのは素晴らしいと思います。 

 

＜トークショーに関する意見＞ 

会場に設けたトークステージにおいて、トークショーを開催した。ここでは 1 日に 3 回、福島県にも

「風とロック芋煮会」にも縁のあるミュージシャンとパラアスリート（パラリンピアン）がトークショーを実

施した。ミュージシャンとパラリンピアンという一見異色の組み合わせのトークに興味深く聞き入る姿

が印象的だった。特に、実際のパラリンピアンに接する機会はなかなかなく貴重な機会だったとい

う意見が多く見受けられた。 

  （自由回答） 

• これまでに興味の薄かったパラリンピックへの興味を持つことができた。 

• 障害者の人たちも私たちと同じなのだと感じた。 

• この様なトークの機会はなかなかなく、健常者、障害者の壁が少しでもなくなればと思いま
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す。 

• 海外と比べ、障害者に声をかけるのをためらう日本人。もっと自分から声をかけようと思っ

た。 

• 「金メダルはとった次の日からまた挑戦者になる」という鈴木選手の話に、勇気をもらった。 

• 音楽を楽しみに来た人がこのステージをきっかけにパラリンピアンを知れるところが良かっ

た。 

 

 

＜心のバリアフリーに関する意見＞ 

 「風とロック芋煮会」は、世界一心のバリアフリーを実現するイベントを目指しています。外国人

の方も障害を抱えている方も、心の底から楽しめるイベントになるために、いま、必要なものはどん

なコトだと思いますか？」という設問に対し、思いやり・相互理解・助け合える雰囲気づくり・スタッフ

やボランティアの協力などといった「ソフト面」と、トイレ・階段・休憩スペースの設備改善や会場での

英語やピクトグラム表記などの「ハード面」について、回答の意見が分かれた（下記グラフ参照）。 

 

 

  

●ハード面についての意見（78 件） ●ソフト面についての意見（110 件） 
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課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・階段が多く、障害者の方だけ

では往来が難しい。 

・バリアフリーのトイレが少ない。 

・動線が分かりにくい。 

・雨が降った時に、足元が悪く

なり、車椅子には厳しい。 

・会場の表記に英語・ピクトグラ

ムなどが少ない。 

・会場のアクセスが悪い。 

車椅子ユーザーと視覚障害者が快適に過ごせるイベントにす

るためのインフラを整備するために、障害を抱える当事者にアド

バイザーとなって頂き、来年のイベントを制作していく。 

来年は、障害者と健常者、両者の視点から、心地よいユニ

バーサルデザインの空間を作り、そのうえで、バリアフリーのイ

ンフラが整った野外フェスティバルであることを強く告知してい

きたいと考えている。「風とロック芋煮会」はひとつのイベントで

はあるが、日常に先んじて、非日常空間におけるバリアフリーを

実現することで社会に新しいパリアフリーの提案をしていきた

い。 

課題 対応策 

ハード面に関する課題と対応策 

福島県内において、障害者や外国人への理解を進め、また、2020

年の東京オリンピックとパラリンピックを盛り上げていくためには、出来

るだけ多くの障害者や外国人と触れあえる機会を増やすこと重要。 

ただし、日本人の性格から、日常の暮らしの中ではマイノリティの

方々と出会っても声をかけにくいということもわかった。よって、気分が

開放的になる非日常の中で、そのような機会を多く作っていくことに意

味があることがわかった。 

「風とロック芋煮会」は、福島県内で開催されるイベントの中で最も規

模が大きい。来年の開催時には、できるだけ多くの障害者と外国人に

来場してもらえる仕組みづくりをおこない、同時に、パラリンピアンの

トークショーも継続して開催していきたいと考えている。 

課題 対応策 

ソフト面に関する課題と対応策 

・障害者たちともっと

会話する機会がある

と良い。 
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将来計画 

 

2017〜2019 年 〇車椅子ユーザーと視覚障害者がイベント会場のレイアウトアドバイザー

に就任。 

…障害者と当事者が混合したチームで、「だれもが心地よいバリアフリー

なイベント」を実現する。 

〇「だれもが心地よいバリアフリーなイベント」の周知徹底を目指す。 

〇500 人の障害者がイベントに来場することを目指す。 

〇気持ちが開放する非日常空間で、健常者が障害者と触れ合える機会

が生まれることを目指す。 

〇日本の社会に先駆けて、「バリアフリー」と「心のバリアフリー」を実現し

たイベントを目指しながら、イベントで熟成された“障害者と健常者の混ざり

合い”の成功体験を実社会に提案していく。 

〇「風とロック芋煮会」は、2017 年以降も、継続して、パラリンピアンのトー

クショーを開催する。なによりも選手個人の素顔を知ることで、パラリンピック

自体への興味も醸成させていく。 

〇「2020 年には、世界中の人へ福島県の魅力を発信しよう」を合言葉に、

福島県の魅力に福島県人自らが気付けるための方法を、写真パネル展だ

けでないアプローチで進めていきたい。 

2020 年 ハード面・ソフト面ともに、日本一バリアフリーを実現したイベントとなって

いることを目指す。 

2021 年〜 本プロジェクトを中心に醸成された“福島県の魅力”を“福島県人”自らが

世界へ発信している状況の中で、日本全国の他の地域に、成功事例として

のノウハウを提供していきたい。 

 

 

以上 
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多様性社会を目指した御食国“常若”プロジェクト 

鳥羽商工会議所 

 

実施団体 鳥羽商工会議所 

実施時期 2016年 10月～2017年 1月 

場 所 三重県 

概 要 “和”の「食文化」をテーマに、かつて御食国（みけつくに）と称さ

れた鳥羽の地で、世界的発信力をもつ人々と食文化を通じて地元企業

や高校生との交流プロジェクトを行い、「食物・自然への感謝の心」、

「“常若”の精神」を次世代へ継承し、内外への情報発信・理解を促

進していく。 

効果検証方法 ・自然や食物への感謝の心に根ざした食文化への理解を促す効果 

・参加したインフルエンサーと高校生、地元企業、団体に対し、参加者属性

に応じたアンケートを実施し、プロジェクトテーマへの理解度を調査 

・メディア露出、鳥羽市への外国人宿泊客数の増減を測定 

 

試行プロジェクトの概要 

 

実施目的 

伊勢神宮の神域である伊勢志摩地域は日本史において、古くから「志摩国」（しまのくに）として

知られており、「海の幸」が非常に豊かで、古代から平安時代まで、皇室・朝廷に「御食料」（みけ

りょう）として食材を貢いだ伝統を持つ。当時、このように奉納を許された国は、「御食国（みけつく

に）」と称された。 

御食国の「常若の食文化」の伝統とそこで育まれてきた「食・自然に感謝すること」を次世代に継

ぐべき遺産（レガシー）ととらえ、これを残し、現代に合わせつつさらに発展させていくことを本試行

プロジェクトの目的とする。具体的には、『“和”の「食文化」を通じた地域と世界国々の人々との交

流プロジェクト』を実施することで、全世界的な「常若の食文化」の継承・啓蒙・発展を目指し、2020

年オリンピック・パラリンピックの機運醸成、また外国人旅行者の訪日促進につなげる。 

  

取組み内容 

【概要】 

御食国の「常若の食文化」をテーマにした交流による文化継承事業を行い、「常若の食文化」と

「食物・自然への感謝の精神」を次世代に継承していく。国内外の他団体と連携し、交流プロジェク

トを進める。 

地域の様々な食関連・文化関連の事業者・研究者・団体と海外インフルエンサーとの文化連携

事業を展開、研究・交流・発信を通じ、これを可能とする。インフルエンサーは全世界的な情報発

信力、影響力を持つ団体・人物を基準とする。 
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各インフルエンサーの選定理由・背景は以下の通り。ミス・インターナショナル 2016 上位入賞者 5

名については、「美」という観念を通し、世界的な発信力を持つことはもちろん、上位入賞者に求め

られる「知力」や「教養」、「社会貢献への意識」は伊勢志摩地域の文化発信において有効であると

判断した。ローレン・シャーフ氏は金沢で富裕層向けの観光コンサルタントを務めている。インバウ

ンド誘客事業のほか、地域資源を活用した観光振興事業（直近実績として小豆島のオリーブ牛の

振興事業）に実績を持つ。「食」・「観光（インバウンド）」という観点で事業を進める上で適任である

と判断した。また、イタリア食科学大学教授（アンドレア・ピエローニ氏）の拠点であるイタリアは、国

土の周りを海に囲まれ、料理に海産物を多用するという点で日本と類似点を持つ。そのイタリアで

世界的にも希少な食科学専門の大学として存在する同校。「御食国」という海産物の献上・奉納を

中心とした伊勢志摩地域の文化を振興するにあたり、同校の学術的研究ノウハウや教授陣は適し

ていると判断した。そして株式会社アクティブ・ゲーミング・メディアについては、同社が展開するイ

ンバウンド事業「IZANAU」は WEB サイトを中心に海外向けに日本の文化を発信している。多数の

アクセス実績があり、また九州等での調査事業実績を持っているため適任と判断した。 

交流プロジェクトを通じ、「常若の食文化」と、失われつつある日本の「自然尊重」と「和合」といっ

た日本的精神の魅力を掘り起こす。多言語化で、主に WEB 媒体を通じ発信を行う。 

障がい者対応として、上記の海外インフルエンサーの一部に日本初の着地型バリアフリー旅行

案内センターである「伊勢志摩バリアフリーツアーセンター」の取組みを紹介する。インフルエン

サーが同センターを視察・研究することで、この当地発の概念「パーソナルバリアフリー」を広く世界

に発信する。「日本の精神性」の一つの象徴である「受容性」と「常若の食文化」を連関し、一体的

な文化的啓蒙、訪日外国人促進につなげる。 

 

事業詳細：インフルエンサー交流① 2016 ミス・インターナショナル招聘事業 

10 月 31 日（月）～11 月 1 日（火）にかけて、2016 ミス・インターナショナル上位 5 名（1 位から順に

カイリー・バーゾサ（フィリピン）、アレキサンドラ・ブリットン（オーストラリア）、フェリシア・フヮン（インド

ネシア）、ブリアニー・チャモロ（ニカラグア）、ケイトリアナ・ラインバッハ（アメリカ）、敬称略）を、鳥羽

が持つ文化の発信・文化の担い手との交流を目的とするインフルエンサーとして招聘した。 

彼女たちの持つ知見・影響力をもとに文化振興を図り、2020 オリンピック・パラリンピックの日本全

体の機運醸成に繋げることを目的としている。 

期間中、真珠の美術品や海女による作業実演、海女との交流、伊勢志摩バリアフリーツアーセン

ター‐女性の起業フォーラム参加、答志地区訪問などを行った。 
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伊勢志摩バリアフリーツアーセンター」は日本初の着地型バリアフリー旅行案内センターである。

同センターは観光客一人ひとりの「したい旅行」をかなえることを目標に、それぞれ身体の状態や

希望に沿った宿泊施設や観光施設の紹介、旅行アドバイスを、障害者を含むスタッフが常駐で

行っている。また、バリアフリーについての啓発活動を行いながらバリアフリー観光を推進、日本一

のバリアフリー観光地づくりを目指し、障がい者、高齢者のサポートから、観光事業者へのアドバイ

スも行っている。「パーソナルバリアフリー」（一概に障害者というカテゴリーを設けず、細かくバリア

を 

 

明らかにする調査と、相談システムによって、それぞれの方が自分にはバリアとなるかどうか判断

できるような環境を整え、あらゆる人々の満足ある旅を実現しようとする概念）の提案者である。 

パーソナルバリアフリーのキーワードを使ってインフルエンサーがインスタグラム・フェイスブック・

ツイッター等の SNS で情報を発信した結果、フォロワーの反応から、一般の方々の大半は「パーソ

ナルバリアフリー」という言葉自体を知らないことがわかった。インフルエンサーからも「パーソナル

バリアフリー」という概念について今後多様性社会を目指す上で周知を拡大する必要性があるとの

コメントを受けた。このような取組の結果から、

少なからずの「パーソナルバリアフリー」という

概念の認知向上、ワード自体の認知向上に

つながった。 
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事業詳細：インフルエンサー交流② 日本ディスカ

バリーコンサルティング ローレン・シャーフ氏 

11 月と 1 月の二度にわたり、石川県金沢市を中心

に富裕層向けの観光コーディネートと観光コンサル

ティングを手掛ける日本ディスカバリーコンサルティン

グのローレン・シャーフ氏を招いて伊勢志摩鳥羽地

域が持つ食文化を中心に取材していただいた。同氏

は、インバウンド誘客事業のほか、地域資源を活用し

た観光振興事業（直近実績として小豆島のオリーブ牛の振興事業）に実績を持つ。「食」・「観光（イ

ンバウンド）」という観点で事業を進める上で適任であると判断した。取材をもとに、雑誌・WEB 用の

記事を作成、WEB サイト・SNS ページを制作・発信していただき、地域の持つ文化の深掘り調査・

啓蒙・振興を図ることを目的とした。 

地域内の寺院や海女小屋、景観地、郷土料理店、熨斗鰒製作地などを訪問対象とした。 

情報発信のターゲットを、海外の観光客（特に富裕層や生涯に 2 回以上日本を訪れる、日本文

化・伝統に興味を持つ層）と設定し、「伊勢志摩地域に残る御食国文化・常若文化は日本固有の

非常に豊かな食文化であり、当地域を旅のコースとして組み込むことは価値がある」というメッセー

ジを発信した。SNS で発信するための「Toba, Ama, Miketsukuni」等のキーワードを設定したほか、

ホームページで発信するための取材ポイントの指定、写真ポイントの指定などのくふうを行った。    

 

事業詳細：インフルエンサー交流③ イタリア食科学大学 アンドレア・ピエローニ教授 

 

イタリア食科学大学（イタリア・ブラ市）の民族植物学専門の「アンドレア・ピエローニ氏」に依頼し、

12 月に地域が持つ御食国の食文化の調査を行った。国土の周りを海に囲まれたイタリアは、料理

に海産物を多用するという点で日本と類似点を持つ。そのイタリアで世界的にも希少な食科学専

門の大学として存在する同校。「御食国」という海産物の献上・奉納を中心とした伊勢志摩地域の

文化を振興するにあたり、同校の学術的研究ノウハウや教授陣は適していると判断した。2 泊 3 日

の行程で、御食国の奉納物でもあるワカメ・アラメ・ミル等

の海草の文化的背景（植物が地域・他地域で持つ意味）

を中心に研究を行い、レポート動画をまとめた。完成した

動画を国内外で発信することで、御食国の文化振興を図

ることを目的としている。 
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情報発信のターゲットを海外の観光

客（初めて日本を訪れる方々を含む幅

広い層、日本文化・伝統に興味を持

つ層）に設定し、「伊勢志摩地域に残

る御食国文化・常若文化は日本固有

の非常に豊かな食文化であり、実際に

たくさんの海産物を食すことができる。

当地域を旅のコースとして組み込むこ

とは価値がある」というメッセージを発

信することを目指した。 

ホームページで発信するための取材

ポイントの指定、食材の生産（漁・養

殖・市場など）の様子を、臨場感をもっ

て伝えるために、現地ガイドを多用し、

セリの様子や、養殖現場の様子を漁

師・仲買人等の協力のもと取材できる

ようにし、動画も使用した。 

 

 

 

 

 

事業詳細：インフルエンサー交流④ アクティブ・ゲーミング・メディア 

株式会社アクティブ・ゲーミング・メディアが展開するインバ

ウンド事業「IZANAU」は WEB サイトを中心に海外向けに日

本の文化を発信している。多数のアクセス実績があり、国内

では九州等での調査事業実績を持つ。 

アクティブ・ゲーミング・メディアおよび同社代表取締役イバ

イ・アメストイ氏に依頼し、食の観光都市サン・セバスティアン

市（スペイン）出身のアメストイ氏とインバウンド事業、文化コン

テンツ（アニメ・ゲーム等）の海外発信・インバウンド事業の実

績を持つ同社、双方の持つ食文化に関する知見・海外への

波及スキルをもとに、地域が持つ御食国の食文化の発信と当

地域の食材の価値訴求を目的とし、調査発信事業を行った。1月に市内を視察してもらい、生産現

場（海苔の養殖場等）の取材を積極的に行程に組み入れて動画でレポートするなどの趣向を凝ら

した。 
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効果と課題 

効果 

それぞれの取組みの定量評価を以下に示す。 

 

事業名称 主な成果 リーチ数（推計） 

インフルエンサー交流① 

2016 ミス・インターナショナル 

2016 ミス・インターナショナル

SNS アカウントからの情報発信

に対して 1,000件以上のコメント

が寄せられた 

インフルエンサー5 名の SNS

投稿に対する「いいね！」100

万件以上、コメント 1,000 件以

上 

インフルエンサー交流② 

日本ディスカバリーコンサルティ

ング ローレン・シャーフ氏 

観光関係者、ジャーナリストへ

のリーチを実現、情報発信後 7

名をつれて取材ツアーを実施し

た 

（立ち上げ直後の参考値） 

1 日平均 50 アクセス程度 

インフルエンサー交流③ 

イタリア食科学大学 アンドレア・

ピエローニ教授 

体系的研究の必要性が専門家

によって認識された。今後

フィールドワークを実施予定 

イタリア食科学大学の講義、

レポート、フェイスブック、ユー

チューブで調査の成果を公開

（総数不明） 

インフルエンサー交流④ 

アクティブ・ゲーミング・メディア 

伊勢志摩の常若文化・御食国

文化を再認識。オリンピック・パ

ラリンピックを契機としてパーソ

ナルバリアフリーを訴求した 

「IZANAU」掲載後 1 ヶ月間で

約 12,000 ページビュー 

 

課題 

・事業の継続性 

単年度（10 月末～１月の 3 ヶ月）で行った事業成果として、当事業は合計４カテゴリーのインフル

エンサーを招き、それぞれ宿泊を含む滞在を短期間で行い、非常に多方面に対して多くのリーチ

を獲得した。課題として、この事業の継続性が挙げられる。３ヶ月で可能であった同リーチは、年間

の同事業継続、またそれ以上の単位での継続であれば効果は非常に大きくなると考えられる。 

 

・地域コンテンツの整備 

今回、様々な場所・人・季節で当地域の食文化を通した交流・調査・啓蒙を行った。これらのコン

テンツは実施主体である当所の経験や蓄積情報による働きかけで取材・交流を可能としたものが

多い。観光コンテンツとして整備されていないものも多く、一般の観光客が見ること・体験することの

できないコンテンツも存在する。より広い範囲での機運醸成にあたり、これらを体系的に整備し、

「“常若”と“御食国”の文化」を体験することのできるコンテンツとして当地域に創り上げる必要があ

る。例えば、「海苔作りの体験」や「牡蠣工場の視察体験」、「海女小屋体験」や「御食国の神社へ
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の正式参拝・直会」等のコンテンツが挙げられる。これらは「御食国食材」の生産現場や奉納儀式

を実際に見ることができる貴重な場である。海苔や牡蠣などをどのような工程で生産しているかとい

う観点は、外国人にとって非常に興味深い部分であり、伊勢志摩地域の持つ他の日本の文化（常

若文化等）と合わせて PR していく必要を感じている。 

上記事業に関し、他事業者が同様の計画を行った際、実際の実行面において難しい部分として、

各インフルエンサーとの調整作業、短期間の主旨設定、アテンドでのアドリブ力などが挙げられる。

インフルエンサーは各分野において第一線で活躍する方々であり、交流交渉・調整に関しては経

験が必要になる部分と思われる。短い期間でのインフルエンサーへの主旨伝達、そもそもの各事

業の主旨設定を纏め上げるのに、一定のスピード感が必要であり、効率化された組織の意思決定

の仕組みが必要だと考えられる。また、何より重要なのは、インフルエンサー交流・訪問の行程や

段取りの入念な準備が必要である。それに加え、当日の行程での予想外・想定外の出来事に対し

てのアドリブ力、プラスアルファに働く出来事の付加へのアドリブが必要である。例えば、ミス・イン

ターナショナル事業において、街中の散策を行った際に住民との触れ合いを促す場面等で、どこ

までの時間で、どこまでの深さで、どこまでの人達と触れ合わせるかは非常に難しく、一歩間違え

ば、事業自体の失敗に繋がることから慎重な判断が求められる。 

今回の事業でうまくいかなかった点であるが、企画立案の不十分さという面が挙げられるとともに

具体的に、情報発信という面で、それぞれの事業がバラバラに発信してしまったという部分はある。

もちろん共通のキーワード等（Toba,Ama,Miketsukuni など）はいくつか設定したが、相互の関連性

をさらに持たす余地はあった。それを可能にするためには、各インフルエンサー同士の交流、会議

の場があれば、より相互連携を取ることが可能になったと考えられる。当所として一つの場で、趣旨

説明を行い、それぞれのインフルエンサーに求めるものの公示、すり合わせを行えばさらに密度の

濃い事業になったと考えている。「パーソナルバリアフリー概念」の発信についても、事前にインフ

ルエンサーに資料を渡すことができていれば、より効率的・効果的に発信に繋げられたと感じてい

る。何より必要なのは、本番を迎えるにあたり事前にどれだけ準備ができるか、その時間をどれだけ

確保できるかという一点である。具体的には、以下の準備ができると事業はより目的を果たすと考

えている。 

・鳥羽の地域情報、今回の事業の目的等の事前資料の配布 

・インフルエンサー一人一人との電話・メールによる打ち合わせ 

・分刻みに落とし込んだタイムスケジュールとスタッフ行動表 ※今回は時間刻み 

・訪問先各所への事前資料の配布、タイムスケジュールの配布、打ち合わせ 

今回は上記準備についての完成度は 60％程度だったと考えている。これを 100％に近づけるた

め必要なのは「時間」もしくは「人員の増加」である。 
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将来計画 

 

  今後、当所が「多様性社会を目指した御食国“常若”文化プロジェクト」を発展させていく計画

として、本プロジェクトの体系的な整理後の活用が求められる。食文化の啓蒙・調査・掘り起こしとし

て「イタリア食科学大学」との連携を深めていく必要がある。なぜなら、同校・同教授は海洋資源、

特に海藻類に対する博士であり、資源の持続化、また学術的な調査において、ノウハウを持ってい

るからである。当地域の持つ御食国食文化の資源を丁寧にリスト化し、有形無形含め、可視的な財

産として学術的に記録する必要がある。その上で、同大学との連携講座を持ち食科学的な見地か

らの評価を得るべきである。また、「ローレン・シャーフ氏」のような観光・文化に関するジャーナリス

トによる調査・取材の受入、海外的な視点でのフィードバック、コンテンツ整備も同時に進行してい

く。その上で「IZANAU（アクティブ・ゲーミング・メディアのインバウンド用WEBサイト）」での発信や、

「ミス・インターナショナル」等の世界的に非常に大きな影響力を持つ人々（インフルエンサー）によ

る発信で物語を完成させなくてはならない。今回試行した内容を分析・反省・改善し、2020 オリパラ

大会を契機として、本当に大きな機運を醸成・世界に影響を与えられるレベルの事業で“本行”す

ることが求められている。そのためには微力ながらも本取組を継続していくことが最重要事項である

と考えている。当初計画として立てた内容で、うまく遂行できたものできなかったものがあるが、どの

事業も方向性として確かであった。うまくできなかった場合、その原因は「準備時間」である。とにか

く「時間」が少なく、短期間で調整を行っていったため段取り不足、打ち合わせ不足があった。その

点については、事業を絞り、選択と集中をもって同等以上の効果を出していけるような、改善への

余地があると考えている。 

 

以上
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DENIM Run ONOMICHI -ファッションと地域文化による訪日対策事業 

株式会社せとうちホールディングス 

 

 

実施団体 株式会社せとうちホールディングス 

実施時期 2016年 11月～12月 

場 所 広島県 

概 要 尾道を舞台に、世界各国で人気を博しているファッションイベントブ

ランド“ツイードラン”のデニム版イベント“デニムラン”を実施し、

日本の「ファッション」「地域文化の豊かさ」の価値を海外に発信。

車いす･障害者部門を設けバリアフリー化にも取り組む。 

効果検証方法 ・尾道デニムとイベント実施地域への関心向上と国内デニム産業の再興 

効果 

・地方都市の外国人観光客対応力の向上効果 

・尾道市の観光客総数を（「広島県観光客数の動向」広島県統計 を用い

て）検証 

・メディア露出来場インフルエンサーを調査 

・イベント来場者数、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 

実施目的 

 本プロジェクトは、尾道エリアを舞台に、世界各地で人気を博しているファッションイベント

“ツイードラン”のデニム版イベント“デニムラン”を実施し、国内外の消費者に、日本ならでは

の「スポーツの楽しみ方」「ファッション」「地域文化の豊かさ」の価値を享受する機会を提供す

ることを目的とする。 

実施の短期・中期的な目標は、「ファッションを切り口とした地方活性化」「国内外からの観光促進」

「ユニバーサルに楽しめる文化の提供」である。「ファッションを切り口とした地方活性化」では、「デ

ニム」をコンセプトとした本プロジェクトの実施を通して、広島・岡山のデニム産業を盛り上げ、また

舞台となる尾道エリアの新たな魅力の発掘、プレゼンテーションに繋げていくことを目指す。「国内

外からの観光促進」では、観光客が急増するしまなみサイクリングロードをサイクリングコースに設

定し、これまでの自転車を愛好している一部の客層から、本プロジェクトを通してファッション、カル

チャーを志向するマス層にまで国内外のターゲット層を拡大していく。 

「ユニバーサルに楽しめる文化の提供」では、18 歳以上の大人でデニムを着用さえすれば、国

籍や身体障がいの有無関係なく参加できる、スポーツと文化が融合したカルチュラルイベントを目

指す。お揃いのドレスコードで、一斉にゴールを目指して自転車に乗るライドクルーズイベントは、

参加者全員が一体感を持つことも特徴で、万人が楽しむオリンピック・パラリンピック精神の醸成に
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合致すると考えられる。また、私たちは、尾道のデニムランをスポーツと文化、地域が一体化するイ

ベントとして施行プロジェクトと位置づけ、その効果や方法をトライアルし、検証することで、北陸地

方でのファイバーラン、沖縄の琉球ダイラン等、素材の一大産地であるエリアを巡回して同様のイ

ベント実施につなげていきたい。 

 

取組み内容 

■日程： 2016 年 11 月 23 日（水） 

■開催地： 尾道〜向島〜因島〜生口島（しまなみサイクリングロード） 

・参加者のライドスキルにあわせて、2 コース（ショートコース、ロングコース）を設定 

・障がい者が安全にランイベントを楽しめる、コース設定に向けたテスト検証コース 

 

（１）事前準備 

①地元警察、高速道路管理会社等当日の実施に向けて、関係各所へコース利用の打診 

—尾道市警察署へ道路使用許可の申請。開催日が祝日で、歩行者の観光客が尾道駅周辺エリ

アには多く存在することが予想されたため、尾道市内のライドコース設定は許可を得ることが出来

なかった。 

－しまなみ海道高速道路管理会社へ、イベントのためサイクリングロードを使用する旨を事前報

告。前例が多くあるルートのため、大きな問題はなく、スムーズな対応していただけた。 

－ライドコースの休憩スポットとして利用を検討していた 2 施設（立花食堂、はっさく屋）へイベント

利用したい旨を相談。普段とは異なる客層の来店が見込まれると大変好意的に承諾いただき、当

日も協力してもらえることになった。 

－尾道市内商店街で一部立ち寄りを行うため、自転車の駐輪スポットとしてアパレル店

（PARIGOT）の駐車場の貸出依頼を行った。無料で貸出を行い、また当日イベントに参加してくれ

る等、イベントに対して非常に好意的に対応していただいた。 

－パラリンピック的要素の検証に向けて、パラサイクリング協会へ参加者招へいの依頼を行った

が、スポーツ観点ではないことから反応が芳しくなく、協力を仰ぐことが出来なかった。一方、尾道

市役所の観光課、スポーツ振興課、生涯学習課は好意的に相談に乗ってくれ、障がい者・外国人

観光客等様々な境遇の方が参加しやすいイベントとするためのアドバイスをいただいた。 

しまなみサイクリングロードの存在や広島県のスポーツ・文化に向けたポジティブな方針が本プロ

ジェクトを推進にあたり関係各所の連携やサポートを受けやすい状況であり、今後の運営に向けて

より関係を強化していくべきと考えている。 

 

②イベントに向けたアイテム製作 /11 月中旬〜 

参加者の安全面確保に必要なサコッシュ、腕章、ストラップの製作 

参加者に受付時に手渡すイベントキット（写真）には、サコッシュの中にデニ

ム腕章、デニムストラップ、今回のライドマップ、尾道観光ガイドを封入した。 
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③イベント告知、参加者募集 /11 月中旬〜 

デニムラン公式ウェブサイト、ツイードラン東京公式ウェブサイトおよびウェブメディアによるイベン

ト開催の告知。参加者の募集はデニムラン公式ウェブサイト上で実施した。安全性と当日のイベン

ト運営管理上の面から、今回は参加定員数を 100 名とした。 

 

デニムラン開催にあたって、21 媒体に取り上げられた。なかでも、スポーツ系イベントが掲載され

ることが少ないファッション系メディア、女性向けライフスタイルメディア等で多く取り上げられ、これ

までのサイクリストファン以外へのリーチが可能となった。 

これらのメディア情報から一般消費者への拡散数（11 月 22 日まで）をまとめると、Facebook 上の

投稿に対してはリーチ数 19,291、「いいね」504 件、シェア 17 件、開催告知ニュースリリース配信後

の拡散数は 690 件の閲覧を得、そのうち 122 ビューがイベントサイトへの誘導につながった。 

 

（２）イベント当日/11 月 23 日（水） 

■参加者数：  

・ 国内からの参加申込者 100 名（うち、１名の広島在住外国人含む） 

・ 参加者申込者内訳 

 男女別：男 72 女 28 

  居住地別：関東甲信 14、中部 7、関西 12、中国 64 (内：広島県 59 、岡山 5) 、山陰 2、四国 1 

 

国内外に向けて公式ホームページ上で参加者募集を行い、定員に達したところで募集を締め

切った。その結果、外国人参加者は１名に留まった。地元からの参加者が半数を占め、募集を締

め切った後も問い合わせが続き、地元からの期待感の高さをうかがわせる結果となった。今後への

課題としては、イベント告知のための準備や期間が十分でなく、国内外に広く伝達していくことがで

きなかった点、特に海外観光客に向けて発信できなかった点が挙げられる。 

 

■ドレスコード 

ジャケット、パンツ、ベスト、ハットなど、デニム素材のアイテムを身につけることをドレスコードとし、

対象者がそれぞれのコーディネートを「デニム」をポイントに楽しんでいる様子がうかがえた。 

 

■天候 

集合時間が午前中ということもあり、イベント実施時間は終始冷え込んだ。雨は降らなかったもの

の、終日曇り空で風も強く、デニムルックの参加者からは「寒い」という声が多く聞かれた。最高気温

は 15 度、最低気温は 10 度であったが、海辺沿いの会場であるため、体感気温としてはもっと寒く

感じられた。自転車ライド中は問題ないが、外での待ち時間もあるため、障がい者を含めた参加意

向を高めていくためには、実施時期を検討する必要がある。 
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＜イベント当日のスケジュール＞ 

■ 9:30 /受付開始＠オリーブ広場 

ロングコースを走る１グループ、ショートコースを走る 7 グループごとに受付。受付と同時に、イベ

ント参加者と運営部隊、観覧者等の区別のため、また参加者の安全性確保のために、それぞれロ

ゴと参加者ナンバーを記入したデニム製腕章とパンツストラップ、サコッシュを参加者全員に配布。

また、レンタル自転車を希望の参加者には、それぞれに割り当てられたヴィンテージ自転車の貸し

出しを専門スタッフのメンテナンスの下で行う。 

 

■ 10：30 /オープニングセレモニー 

ツイードラン東京委員長の栗野氏が、デニムランイベントの趣旨に関してスピーチした。本イベン

トを通して「尾道の街としての魅力を自転車に乗りながら再発見し、世界に発信してほしい」旨を参

加者全員に伝えた。同時に、走行中の注意事項の説明もあわせて実施した。 

 

■ 10:50/ライドスタート 

VIP参加者が多く集まるAチームを先頭に、Hチームまで 8チームが 5分おきにスタート。各チー

ムにチームのコース先導をするライドリーダー１名、最終尾を走るサブリーダー１名をつけ、ライド中

の時間配分や安全管理を行った。また、自転車の故障等があった場合に備えて、自転車専門ス

タッフがグループ間を並走した。万が一の場合に備えて、出発・ゴール地点に看護師を待機させた。

不測の事態や、各グループのライドスケジュール状況の確認のため、ライド中の３地点で各チーム

のライドリーダーがチーム状況をオペレーションチームに電話連絡し、連携をとる体制を組んだ。 

 

＜走行ルート＞ 参加者のライドスキルにあわせて、2 コース（ショート、ロング）を設定 

■ショートコース（約 16ｋｍのコース） 

初めてしまなみ海道を走る方や普段自転車を使わない方でも気軽に参加できるコースとして、向

島一周のショートコースを設定。コースは“まちなか”“海岸通り”“ミカン畑”をご覧いただけるような

設定とし、本エリアならではの景色と地域文化を体感できるよう工夫した。休憩ポイントでは、尾道

特産（国内シェアの 7 割が広島県）の「レモンの足湯」を参加者に体験してもらい、リラックスしてもら

いながら、文化に触れてもらう時間を設けた。ショートコースは、ファッションに興味がある方に、ス

ポーツの楽しさや地元について興味を持ってもらうきっかけとなることを願って設定し、その狙い通

り各参加者は自転車に乗りながら各スポットで歓声を上げたり、写真撮影を楽しんだりと通常の生

活の中では味わえない「爽快感」「喜び」「発見」を得ていた様子がうかがえた。 

 

■ロングコース（約 20ｋｍのコース） 

普段自転車に親しんでいる方を想定したコースで、向島を一周し、因島大橋を渡っていただく

コースを設定。少し長めのコースを走っていただくことで、しまなみ海道の特徴の一つである、島を

橋で渡るという体験をしていただくとともに、勾配のあるコースで汗を流し、スポーツの楽しさを感じ
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ていただいた。“まちなか”“海岸通り”“ミカン畑”はショートコースと共通だが、足湯の立ち寄りの代

わりに、地元名産のはっさくを楽しめる「はっさく屋」を休憩ポイントとした。 

こちらのコースに参加する人々は、スポーツイベントとしての楽しさを求める参加者も多く、ライドレ

ベルによっては「もう少ししっかり走りたい」という声も上がった一方、「ショートコースでも良かった」

等の声もあり、事前にコース内容・コースレベルを告知しておく必要性を感じた。 

 

＜コースの見所＞ 

スタート地点付近（ONOMICHI U2 オリーブ広場付近） 

2006 年まで使用されていた尾道水道に隣接する海運倉庫を改装した施設

U2 内の広場をスタート地点に設定。広場からは、海運倉庫の建屋と、行き交う

貨物船やフェリーが目に入り、尾道らしい地域文化と風景が広がるスポット。尾

道水道に沿って配置されるボードウォークを走れることも大きな特徴である。 

① 駅前渡船 

尾道の中心市街地と向島は幅 200〜300m の海峡で隔てられ、

そこを行き交う渡船は尾道ならではの風情を醸し出している。向

島の北側には造船所や住宅地が広がり、この地域の暮らしを垣

間見ることができる。2つの橋梁が結ぶ現在でも、3つの航路が尾

道市街地と向島を結び、今回の駅前渡船航路は 3航路の中で最

長で、乗船時間は約 5 分。自転車と共に船に乗り込む体験も、船から見える風景も、この場所の特

色となっている。帰りに乗船する向島側の乗り場は、屋根付きの浮桟橋にベンチがあり、通学通勤

客でにぎわう様子が見られ、尾道の日常生活を体感できる。 

② 海岸通り 

向島に渡り、しばらく「（向島）のまちなか」を走ると、向島大橋が見え

てくる。向島大橋を過ぎ、（ショートコースの）休憩ポイントの立花食堂

まではずっと海岸通りを走るコースを設定。この海岸通りは、瀬戸内

海の穏やかな景色を楽しみながら、ゆるやかなアップダウンがある

コースでスポーツとしてのライド体験も行うことができる。 

③ 立花食堂 

地元客はもちろん観光客にも人気の高い向島のカフェ兼食堂の立

花食堂を休憩スポットに選定。広島の特産品であるレモンの足湯の提

供や、しまなみで採れる柑橘類のドリンクなどが購入でき、海沿いの

絶景を眺めながら島内の風土を満喫できる。 

④ はっさく屋（ロングコースのみ） 

八朔（はっさく）は因島発祥の柑橘で、今回の時期のみ“はっさく大

福”が味わえる、知る人ぞ知る名所。地元店でのふれあいや、この時

期・この場所でしか味わえない体験をしてほしいと考え取り入れた。 
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⑤ まちなか（商店街） 

尾道本通り商店街は、尾道駅の東側1.2km、５つの商店街（一番街、

中商店街、本町センター街、中央街、尾道通り）から成り立っている

が、今回は一番東に位置している尾道通りをコースに組み込み尾道

ならではの商店街の賑わいを味わえる。 

⑥ デニムショップ 

尾道を含めた備後地区が「デニムの産地」であることを発信する

ショップ「ONOMICHI DENIM SHOP」。デニムを尾道市内の様々な職

業に就く人に一定期間履いてもらったユーズドデニムを販売するユ

ニークなショップ。職種による動作の違いで、ダメージ具合が異なり、

すべてがまさに 1 点モノ。「デニムを育てる」という新しい価値を付加し、

デニムの生地に着目させることで備後のデニム産業への興味をかきたて、「備後に行きたい」気持

ちを国内外に生んでいる。実際に、今回の参加者も、イベント終了後に改めてショップに足を運ぶ

人が多数いた。 

 

■ 13:00/障がい者が安全にライドイベントを楽しめる、コースおよびイベント検証 

尾道市スポーツ振興課、生涯学習課の担当者に今回のイベント内容、コースを説明し、今後障が

い者の参加を促進していくためにヒアリングを実施した。「障がい者と参加することで、健常者側の

意識が変わる」「どういった障がいを持つ人が参加するかは、応募後にしか分からない。障がいの

内容によって、サポートできるスタッフを用意できる体制を持っておくべき」といった回答を得た。 

■ 13:40/全チームゴール（事故やトラブルなく、無事に全チーム、ライド終了） 

■ 14:00/シンポジウム（ファッション、地域文化を軸に、尾道にまつわる文化産業をプロモーショ

ン） 

尾道を含めた備後地区のデニム産業の担い手としてカイハラ

株式会社の貝原会長、常に日本のファッションシーンを先導し

続けている株式会社ユナイテッドアローズの上級顧問栗野氏、

広島生まれで U2 の設計を担当した国内外で活躍する建築家

谷尻誠氏（写真、左から）の 3 名で、尾道ならではのデニム産

業・地域文化・ユニバーサルな楽しみをテーマにトークショーを

開催。多方面に造詣が深い 3 名の示唆に富んだトークにより伝えられ、会場では多くの人が彼らの

言葉に熱心に耳を傾けた。 

 

＜ベストドレッサー賞＞参加者のデニムを着用したスタイリングを表彰 

 デニムを思い思いにコーディネートに取り入れた今回の参加者たち。

加者の中でも、特にそのコーディネートが洗練されていた夫婦１組にベ

ストドレッサー賞を進呈し、会場からは温かい拍手が起こった（写真）。 
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アイテムは違えど、同じ「デニム」という素材を身にまとい、お揃いの腕章とストラップを身につけた

参加者たちにはイベントを楽しむチームとしての一体感が生まれていたことは、本イベントの大きな

収穫のひとつと考えられる。 

 

（３）事業終了後の PR 

・ イベント実施時のビジュアルを自社サイトおよび SNS にて公開 。また、世界的に読者とファッ

ション好きのファンを持つツイードラン本国（英国）のサイトにおいても、ビジュアル配信を依頼

していたが、今回は掲載に至らなかった。しかしツイードラン本国の主催者は以下の通りコメン

トしていた。「日本では毎年 Tweed Run Tokyo と Tweed Run Bishu を開催してもらっていたが今

回の新しい取り組みDenim Runは素晴らしいコンセプトだと思う。写真を見る限り港町というとて

も情緒あふれる場所で開催されていて伺えなかったことがとても残念だ。本当は今シーズンは

僕達が主催しているロンドンをはじめ世界中のツイードランをテレビクルーに取材してもらう予

定で、その中で日本取材も考えていた。来シーズンも開催されるのであれば是非東京、尾州、

尾道を取材してもらいたいと思っている。オランダのアイントホーフェンでデニムランが定期的

に開催されていると聞いたことがあるので、そことの連携を試みるのも面白いかもしれない。」 

 

・ ホームページ上にて、12 月 16 日イベント開催レポート掲載（12 月 21 日現在、181 件のページ

ビュー） 

・ 12 月 23 日ファッション誌含めて各メディアへ開催レポートに関するプレスリリース配信 

・ メンズ雑誌 GQ 2 月号（12 月 24 日発売号）にてイベント体験レポートの掲載 

  GQ WARDROBE 内 「デニムを着て風をきる。『デニムラン』を体験してきました」1P（初開催とな

る「デニムラン尾道」の、GQ 編集者による体験レポート。デニムの魅力を伝えるデニムマスター

スナップ付きでしまなみエリアの風景ともに掲載） 

・ イベント実施時の動画を自社サイトおよびSNS、動画

サイトにて公開 /12 月後半 

・ 12 月 22 日 YouTUBE にて本イベント公式動画の公

開 

 －12月末、ツイードラン東京および本イベントサイト

にて公式動画の公開 

 

（４）試行プロジェクトの検証 /12 月〜 

①イベント参加者に対するアンケートから（参加者 100 名中 86 名が回答） 

■尾道を含む備後地区の「デニム産地」認知状況 

複数回尾道へ来街経験のある参加者が大半であったが、備後地区がデニム産地であることを認

知していなかった人が 21 名（回答者の 24％）存在。また、地元客は皆認知していた。 
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■デニムランを通して、尾道および広島県東部エリアはどう映ったか 

「とても魅力的」「やや魅力的」と全参加者が回答し、本イベントが目指した「ファッションによる地

方活性化」はある一定の成果が得られたと考えられる。 

■イベントの満足度 

「とても満足」82％、「やや満足」15％となり、参加者の 97%が満足と答えており、年齢も居住地も自

転車スキルもそれぞれ異なる属性を持つ人々が本イベントを高評価した結果となり、本プロジェクト

が目指す「ユニバーサルな楽しみの提供」に関して、第一段階はクリアできたと思われる。 

 

②デニムランを通して、スポーツと文化の祭典である「東京オリパラ」への関心に変化はあったか 

ファッションという文化、地域に根ざした文化に自転車ライドというスポーツ要素を絡めたデニムラ

ンを通して、東京オリパラに向けて関心が高まったとする参加者が 80%に達した（「とても高まった」

35％、「やや高まった」45％）。本アンケートはライド終了後、シンポジウム前に収集したものであり、

シンポジウム後に収集した場合は、より気持ちが高まったのではないかと推測される。 

 

アンケート結果および当日のヒアリングを通して、今まで本エリアがリーチできていなかった、文

化に対する興味・関心の高い客層が今回の参加者に多く存在したことがわかる。スポーツ全般に

対して関与度が高くない層に対してでも、デニムランは魅力的なイベントに映り、また参加すること

で文化とスポーツの融合体験をレジャーとして楽しんでもらうことができ、満足感を与えることができ

た。今後イベントとしての認知を拡大し、集客性を高めていくことで、この動きは全国的に波及して

いくことが考えられる。 

また、尾道にこれまで所縁がなかった参加者にとっては、尾道およびしまなみエリアに興味を持っ

てもらう良い機会となったことは明らかであるし、エリアのイメージアップ＆関心度アップには確実に

繋がっており、海外観光客に対しても有効な施策となるよう対応を図っていきたい。＞外国人関係者

への事後インタビュー 

本イベントに参加した地元エリアに在住するイギリス国籍の男性や外国人観光客誘致のノウハウがある日本在住

の外国人エディター等に、イベント終了後にヒアリングを実施した結果、外国人参加者を増やすために必要な施策

を以下のように吸い上げた。 

・スポーツイベントではなく、「ファッションイベント」として PR するべき。デニムルックでヴィンテージバイクに乗る

というスタイルを楽しむファッションイベントとして発信すると、他地域にはないユニークさで外国人ウケも良い 

・モノクルのようなファッション誌をメディアパートナーに選び、尾道・しまなみの「場所」と本イベントならではの

「ファッション」をドキュメンタリー的に伝播させるとより魅力が伝わる 

・このエリアに残る「レトロな昭和な商店街」というイメージは外国人にとってキャッチーであり、このポイントを掘り

下げるのも一手 
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（５）イベント終了後の拡散状況（11 月 23 日〜12 月 21 日まで） 

●Facebook投稿：4件 いいね：512  

●イベント開催レポート公開後のサイト閲覧数：181件 

●イベント開催レポート公開後、当該ページ拡散のFacebookページについて 

 リーチ：7,656件、いいね：220件、シェア：2件 

●Instagram のべ51ユーザーの投稿 いいね：2,570件 

 

効果と課題 

効果 

本プロジェクト実施の短期・中期的な目的は「ファッションを切り口とした地方活性化」「国内外か

らの観光促進」「ユニバーサルに楽しめる文化の提供」としている。これらの目的達成を目指しなが

ら、ファッション的な視点から地域資源に着目したライドイベントの提供を行うことで、2020 年オリパ

ラ大会の興味喚起・期待感を国内外で高める効果を狙った。 

 

（１）デニムとの関わりを体感させるイベント実施により、尾道、備後地区のプレゼンス向上 

試行プロジェクトとして「ファッションを切り口とした地方活性化」という目的においては、世界一の

産地と業界的に高く評価される「備後地区のデニム」に着目したイベントを開催した。単にこの地域

がデニムの産地であるということを明快に PR するイベントとしてではなく、デニムルックに身を包み

ながらその産地をライドクルーズし、デニムにまつわるシンポジウムやデニムと尾道の関係性を強く

感じさせるコンセプチュアルなショップ視察を通して、「備後が生み出すデニムという素材」に着目さ

せることで、この地域においてどのようにデニムが作られ、地域とデニムがどのような関係であるか

を体感させることを意識した。その結果、参加者からは尾道を含めた備後地区のプレゼンスが上

がったと高く評価された。 

また、本イベントの実施を通して、地元企業同士の交流を行うことができ、「産地全体として日本

のデニムを盛り上げよう」という内部的なモチベーションアップに繋げられたことも非常に有意義で

あると感じている。 

（２）国内外の利用客層を拡大できる集客効果 

今回の試行プロジェクトでは、サイクリストの聖地と呼ばれる本エリアに集う自転車愛好家と、

ファッションやローカルカルチャーに興味のある文化に対する興味・関心の高い参加者が混在した。

これまでしまなみサイクリングロードを利用してきた客層は前者であり、本エリアを利用するのは国

内外においても限られたセグメントであったが、「ファッション」「尾道の地域特性」を前面に押し出し

た今回にライドイベントにおいては、その客層が拡大し、幅広い志向性を持つターゲットに対して

リーチできる可能性を呈することができた。残念ながら今回は外国人の参加者は一人にとどまった

が、「ファッション」「尾道の地域特性」をキーに外国人観光客向けの情報ルートに則って本イベント

を広報していくことで、より多くの外国人に対して「日本の文化（ファッションと地域性）」に対する関

心を高め、訪日観光促進の一助となると感じている。 
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（３）参加者に一体感を生む、スポーツと文化が融合したカルチュラルイベントとしての存在価値 

今後、「デニムランオノミチ」が国籍や身体障がいの有無関係なく参加できる、スポーツと文化が

融合したカルチュラルイベントとなるために、外国人や障がい者が参加したくなる・参加しやすくな

るために、どのような施策が必要となるか、関係者からのヒアリングを通して問題提起を行った。次

回以降の会期に向けて、実現可能な施策に関して議論および実践を重ね、外国人および障がい

者の参加割合を高めていきたいと考えている。なお、今回のイベントに関しても、お揃いのドレス

コードで、一斉にゴールを目指して自転車に乗るという行動は、年齢も趣味嗜好も異なる参加者同

士に一体感を与えており、その結果、皆が楽しむスポーツと文化の祭典としての「オリンピック・パラ

リンピック」への関心度を高めることに成功した。 

 

課題 

（１）地域文化を体感させるサービスコンテンツの充実 

今回はイベントスケジュールの都合上、ライド時間を 2時間と設定したため、地元カルチャーを体

感するワークショップや、地元企業・地元客との交流や触れ合いを図る時間を設けることができな

かった。デニム産地としてのものづくりや、この地域でしかできない貴重な体験（地域を支えてきた

ものづくり技法や産地食材、暮らしの知恵等に関するワークショップや地元民によるレッスンプログ

ラムなど）を通して、より深く楽しんでもらえるイベントとするべく、プログラムの再考は必須。 

 

（２）ユニバーサルに楽しめるイベントとするためのコース設定 

今回は自転車の走行レベルに合わせて、4km程度の距離と高低レベルが異なる 2コースを設定

したが、参加者の多様な属性、ニーズに合わせてコース設定を検討する必要がある。スポーツとし

ての専門性を高めるコース、上記１）のサービスコンテンツを充実させたレジャー感覚のコース、サ

イクリング初心者や運動に自信のない人（一部、障がい者も含む）に向けた自転車散歩的なゆった

りコースと３種程度を軸に再考していきたい。また、本イベントの開催をきっかけに、本エリア全体で

のバリアフリーおよび外国人対応の推進を図り、イベントが開催されていない時期でも、ユニバー

サルに文化・スポーツを楽しめるエリアとして広報・認知定着を進めていきたいと考えている。 

 

（３）イベント開催の時期 

11 月末という実施時期は、天候が不安定であり、今回のように風が強く体感温度も低い場合、自

転車走行に不慣れな客層も多く参加する本イベントの開催時期としては不適切だろう。この地域の

風土を楽しめ、かつサイクリング初心者や障がい者に負担にならない時期での開催を検討する必

要がある。 

 

（４）イベント告知および参加者募集時の公開情報 

自転車走行に不慣れな客層が多く参加することを前提に、各コースの走行状況（距離、時間、
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運動量、休憩、トイレ等）を事前アナウンスする必要がある。ただし、サービスコンテンツやフォトス

ポット等の当日楽しんでほしい事項に関しては、詳細な説明はせず、イベント参加に向けた意欲を

高める程度の情報提供にとどめる。 

 

（５）海外向け発信の充実 

公式サイトおよび公式 SNS のバイリンガル対応が求められる。尾道エリアへの来訪が多いアジア

圏や、ツイードランに馴染みのあるイギリス、アメリカ、カナダ等の欧米圏に対して、イベント認知に

向けた発信を行うべき。具体的な集客につなげるためには、外国人旅行客向けの人気サイト

（Tripadvisor、Michelin Travel）等への出稿なども検討する。また、次回以降のイベントに関して、海

外市場への影響力が高いインフルエンサー招へいを検討したい。実施時期をファッションウィーク

または国際的な映画祭（国内で実施されるもの）等とあわせていくことで、世界的に著名なインフル

エンサーに来場してもらいやすい環境を整え、海外への波及効果を狙っていきたいと考えている。 

 

（６）障がい者対応の充実 

徐々に参加人数を増やしていくことが安全面を考慮しても得策であると考えられるため、次回以

降少数の参加枠を設けて招致。競技者レベルではなく、一般の方の参加を促していきたい。４）を

充実させることで参加へのハードルを下げるが、障がい者のための特別なコースを設ける等の優遇

措置は取らず、健常者と同じコースを楽しんでもらえるように、過保護になりすぎない配慮の下で必

要箇所において随時対応を取っていく。経験値のある尾道市の生涯学習課と連携していきたい。 

 

（７）自主運営に向けたイベント収支 

応募者多数であったことや、本プロジェクトの目的を強めていくためには、イベントの参加者枠数

を増やしていくべきだと考えられるが、次回以降の自主運営を見据えると自社内だけでは収支バラ

ンスを取ることが非常に難しい。安全に、かつ、意義のあるイベントにするためには人件費が非常

にかさむという状況がある。市役所や地元企業と連携しながらボランティア募集やスポンサー・協賛

金募集などを行い、継続したイベント実施に向けて早々に動く必要があるだろう。 

 

将来計画 

前述の課題をクリアするためには、弊社を中心に地元企業と地元行政を巻き込んだ連携が不可

欠である。今年度の実績をもとにスポンサー（旅行会社、自転車メーカー等）、メディアパートナー

（国内外の雑誌メディア、ウェブメディア等）の開拓を行い、事業の自立化を最優先に進める。同時

に、本プロジェクトに求められる効果を強化していくために、課題として上げた検討事項を次回開

催までに社内およびツイードラン東京実行委員会とで対応策を練り、実行する。なお、次回以降の

将来計画は以下の通り。 
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＜2017年〜2019年＞ 

2017年から2019年までは「イベントの拡散期」と位置づけ、継続して年１回イベントを実施する計

画である。瀬戸内国際芸術祭の秋会期と同時期に実施し、“現代アートの瀬戸内”、“ファッション

の尾道（しまなみ）”として発信を続け、瀬戸内海エリア全体で文化度を高め、同時にオリパラへの

機運を向上させていく。障がい者、外国人観光客の誘致を積極的に進め、国際的でユニバーサル

なイベントとして、目的性の高い位置付けを目指す。 

なお、2017年度以降は安定的なプロジェクト実施に向けて地元企業によるスポンサー収入等によ

り、売上獲得も進める。参加客数も伸ばし、尾道周辺エリアの宿泊施設、レストラン、小売店等への

地元企業への売上増加にも繋げていきたいと考えている。 

2017年参加者想定数 一般150名/障がい者5名/外国人15名 

2018年参加者想定数 一般200名/障がい者10名/外国人30名 

2019年参加者想定数 一般250名/障がい者15名/外国人50名 

 

＜2020年＞ 

オリパライヤーとなる2020年には、オリパラ会期・瀬戸内国際芸術祭秋会期と合わせて年２回イベ

ントを実施。オリンピック・パラリンピック開催中の、日本へ世界中の注目が最も高まるタイミングでの

夏実施と、オリンピックで高まった世界的な日本ムーブメントをその後も定期的に巻き起こす役割と

して秋実施を予定している。 

夏の実施は、オリンピック・パラリンピックの連動企画として、特別に東京での開催を予定。国民が

主体となって参加するスポーツの祭典として、デニムランは分かりやすい事例になる。また、秋は、

オリンピック・パラリンピックが一過性のイベントではなく、日本国民の心に残り続ける永続的な価値

を与えてくれることを体感できるようなランイベントとして開催したい。 

2020年参加客数想定数（１イベント）：一般500名/障がい者100名/外国人100名  

 

＜2017年以降、他地域＞ 

本プロジェクトをモデルケースとして、ほかの国内ファブリック産地（金沢の合繊、沖縄の首里琉染

等）でも同様にイベント事業を展開し、各産地を「ファッション」と「豊かな地域文化」をキーワードに

日本全土でオリパラ大会成功に向けた機運情勢を行う。 

 

 

以 上
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６．現代アーツ・パフォーミングアーツ 

第 1 回超人スポーツゲームズ 

超人スポーツ協会（学校法人慶應義塾 

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科） 

 

実施団体 超人スポーツ協会 

実施時期 2016年 11月～2017年 1月 

場 所 東京都、神奈川県 

概 要 得意・不得意や年齢、障がいを問わず、誰もが楽しくスポーツを創り

楽しむことを目指し、新たなスポーツの創造、体験会を開催。日本の

文化と技術が融合した新しいスポーツのあり方を世界に発信するこ

とで、新たなスポーツ創造文化の醸成を図る。 

効果検証方法 ・超人スポーツ競技の体験会を通じ、自らの手で新しいスポーツを生み出すこ

との意義や楽しさを来場者と共有し、最先端の技術と文化が融合した新たな

スポーツ文化として競技種目の拡充を図る。 

・競技開発者・プレイヤー・観戦者など様々な立場の参加者に対するアン

ケートおよびインタビューにより効果を測定。 

・メディアやインターネット上での波及効果と、視聴者からのフィードバックを収集。 

 

試行プロジェクトの概要 

実施目的 

スポーツは古来より、身体の可能性を遊び探る場として、また自らの限界に挑戦するとともに仲間

と切磋琢磨する場として、高度に洗練されてきた。本事業ではこれをさらに一歩進め、得意不得意、

年齢、障がい、資格を問わず、誰もが楽しくスポーツを創り楽しむ未来を創りたいと考えている。 

「超人スポーツ」は、人間の身体能力を補綴・拡張する身体拡張工学に基づき、人の身体能力を

超える力を身につけ「人を超える」、あるいは年齢や障がいなどの身体差により生じる「人と人のバ

リアを超える」、そのような超人 (Superhuman) として競う、「人機一体」の新たなスポーツを創造す

る。2020 年を契機として、日本の最先端技術と文化をスポーツという形で具現化し世界に発信する。

人機一体に纏わる技術を一般に普及させ、超人スポーツ産業をレガシーとして残す。このような未

来の実現に向けて、本年の試行プロジェクトとして、第 1 回超人スポーツゲームズを開催する。 

超人スポーツを創り出すためには、単に技術を極めるだけでなく、その技術を身に纏ったプレイ

ヤーがスポーツとして楽しめるようルールをデザインすることが必要となる。そこで慶應義塾大学大

学院メディアデザイン研究科では、当研究科教員を主体とした「超人スポーツ協会」を設立し、これ

まで、一連の「超人スポーツハッカソン」を開催し、オープンイノベーションに基づきエンジニア・デ

ザイナー・プランナーなど様々な分野の人々の知恵と技術を結集し、新たなスポーツを創造してき

た。今後 2020 年に向けて、超人スポーツにより、 

 1）日本の文化とテクノロジーをスポーツの文脈で発信することができるか 

 2）健常者・障がい者を問わず楽しめるようなスポーツが生み出せるか 
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を検証する上で、今回の試行プロジェクトにおいては、超人スポーツ協会との連携のもとでプレイ

ヤー育成と技術とルールデザインの洗練、競技会開催を通じて、障がい者を含む競技者の育成お

よび超人スポーツによるテクノロジーと文化の発信を試みる。 

 

取組み内容 

本プロジェクトの目的は、これまで様々な場で提案・実装されてきた超人スポーツを、実際に競技

会として競技し勝敗を決する場を提供することで、超人スポーツ各種競技のルールデザインの完

成度を高め、超人スポーツの競技者を育成し、さらに観戦者を呼びこむことでスポーツエンタテイメ

ントとしての超人スポーツの可能性を検証することであった。そこで本プロジェクトにおいては 

 (1) 競技完成度の向上 

(2) 競技者の育成 

(3) 超人スポーツゲームズの開催 

の 3 つの施策に分けて段階的にプロジェクトを推進した。 

 

（1）競技完成度の向上 

本試行プロジェクト実施にあたり、これまでの超人スポーツの一連の活動において創造されてき

たような新規の超人スポーツを、単に体験可能な試作品の段階から、実際に健常者・障がい者を

問わず、競技者同士が競い合い、勝敗を決することができる競技と呼べる段階まで引き上げること

が必要となる。そのため、スポーツ・障がい・福祉機器を展示の主とするいくつかのイベントにおい

て、 健常者、障がい者を対象に体験会を通じたユーザ調査を行い、そこで得られた知見を元に競

技の改良を行った。 

   

競技開発の様子 開発した競技１ 開発した競技２ 

   

障がい者や多様な年齢層を含むユーザによる体験（超福祉展にて） 

   

障がい者や子供が使えるようにするための競技用具のカスタマイズ 
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（2）競技者の育成 

開発された超人スポーツが競技として実施できる段階に至るには、それを選手としてプレイする

競技者の存在が欠かせない。ここで、ある個人が超人スポーツの選手となるためには、各種目の

ルールを理解し、練習を行い、安全かつダイナミックな試合を展開しうる段階まで成長する必要が

ある。そこで本施策においては、事前に選定されたトーナメント競技４種目を対象に、トーナメント戦

を実施可能な 8 人／8 チームを育成することを目指し、競技者の募集し複数の練習会を実施した。 

競技者の募集は Facebookやイベント出展によって行い、経験者・未経験者あわせて４０名ほどが

集まった。超人スポーツ協会が主催となって４種目合同で行う2度の合同練習会に加え、各種目の

運営チームによる任意の種目別練習会も実施した。この開発ワークショップからは３台のカスタマイ

ズ競技デバイスが生まれ、それらは実際に超人スポーツゲームズにて利用された。 

 

(3) 超人スポーツゲームズの開催 

概要 

４種目のトーナメント競技、２種目のデモンストレーション競技、および 4 種目の体験競技が一同

に会する場として、11 月 23 日に東京都港区の東京タワーメディアセンターにおいて、第 1 回超人

スポーツゲームズを開催した。トーナメント競技には計 57 名の選手が集まり、予選・決勝戦あわせ

て 42 試合を実施し、各種目における第 1 回の世界チャンピオンが決定した。 

 

開会式・予選 

超人スポーツ協会共同代表 稲見昌彦より開会の挨拶、出場選手を代表して安藤良一より選手

宣誓を行った後、バブルジャンパー、キャリオット、HADO、ホバークロスの 4 種目の超人スポーツ

競技が午後の本戦に向けた予選を開始した。3 本先取で勝敗の決まるホバークロスでは、予想を

大きく上回る混戦状態が続き、見ごたえのある試合展開が数多く見られた一方、次いで行われた２

本先取で勝敗の決まるバブルジャンパーでは練習量の差が競技者の実力に如実に表れることとな

り、フルカウントに持ち込まれる試合は数少なかったが、圧倒的な実力差で勝敗を決する爽快感が

あった。タイムアタック方式にて予選を行ったキャリオットでは、会場のコンディションに合わせて選

手達が駆動機の接地面の摩擦を調整するなど、わずかでもタイムを縮めようと躍起になる姿が見ら

れた。HADO では、様々なコスチュームで参加する競技者達が会場に彩りを加え、当日の演出と

相まって近未来的な光景が描かれていた。 

 

 

体験会 

両会場での予選が終了した後、新規に開発されたいくつもの超人スポーツの体験会が実施され

た。オムニホイールを応用した電動アシスト車椅子を用いて競技を行うスライドリフト、空気砲を備え

た車椅子で競技を行う車椅子ボールシューティング、AR と電動カートで競技を行う HADO カート、

岩手発超人スポーツプロジェクトで開発された「地方発」の競技であるトリトリとロックハンドバトル、

バブルサッカーに用いるバンパーに情報処理技術を組み込んだ器具を用いて行うピカリバブル等

のデモンストレーションが行われ、健常者、障がい者、老若男女を問わず多様な来場者が実際の
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体験を楽しんでいる風景が見られた。  

 

本戦〜表彰式 

14:00 から本戦の開会式を、超人スポーツ協会共同代表 中村伊知哉の挨拶により執り行い、予

選を通過した選手らによる 4 競技の準決勝・決勝戦を開催した。 

本戦は前半に HADO、キャリオットの２競技を行い、ロックハンドバトルの実演を挟み、後半にホ

バークロス、バブルジャンパーの２競技の順に行い、それぞれの競技を始める前に、競技開発の経

緯や当日に至るまでの出来事を紹介した。HADO では予選を勝ち抜いた 4 チームによる決勝トー

ナメントを行い、会場の巨大ディスプレイに映し出された AR マッピング映像にはフィールドを駆け

回るプレイヤー達と美しく刺激的な演出が映し出され、競技者のみならず、観客と共に大きな盛り

上がりを見せた。キャリオットでは、各々のプレイヤーが独自に考えたオリジナルの道具を活用し、

多様性溢れる試合を展開していた。また、高校時代の頚随損傷による四肢麻痺を抱える選手が他

のプレイヤーと全く同じ条件のもと同じように競い合う姿を通して超人スポーツの魅力が訴求され、

当日の様子は後に数多くのマスメディアに取り上げられた。 

また、本戦の会場設営の隙間時間を利用し、岩手の立国文化を競技に盛り込んだロックハンドバ

トルの実演を行った。実演では、現在の岩手県の成立に関する伝承に題材を得た競技のデモンス

トレーションを、ナレーションや巨大ディスプレイを用いた映像演出などを交えて行った。 

続く本戦後半のホバークロスでは、まだ珍しい小型セグウェイを乗りこなすプレイヤー同士の機敏

な動きが見ものであった。 

バブルジャンパーでは、男子の部において激しい巨大人間同士のぶつかり合いが行われた後、

女子の部では俊敏で高い技術を持ったプレイヤー同士が八角形状のフィールドを最大限に活用

して戦い、洗練された激しい身体動作により多くの観客を魅了した。 

すべての試合が終わり、総括として行った表彰式では、共同代表中村伊知哉、稲見昌彦より、各

競技優勝者・準優勝者の表彰と共に特別賞の授与を執り行った。  

 

 
 

 

HADO 競技風景 キャリオット競技風景 障がい者選手の競技風景 

   

HADO 優勝チーム 体験会の様子 体験会の様子 
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効果と課題 

効果  

本プロジェクトは、これまで様々な場で提案・実装されてきた超人スポーツを通じて 

1）日本の文化とテクノロジーをスポーツの文脈で発信することができるか 

2）健常者・障がい者を問わず楽しめるようなスポーツが生み出せるか 

を検証することを目的とした。実際に競技会として競技し勝敗を決する場としての「超人スポーツ

ゲームズ」を提供することで、超人スポーツ各種競技のルールデザインの完成度を高め、超人ス

ポーツの競技者を育成し、さらに観戦者を呼びこむことでスポーツエンタテイメントとしての超人ス

ポーツの可能性を検証することを目指した。以下、それぞれの立場の参加者からのフィードバック

やメディア報道における反響を元に考察する。 

 

(1) 開発者、プレイヤー、観戦者へのアンケート及びインタビューによる追跡調査 

調査対象 

 38 名（開発者 9/35 名、競技者 11/57 名、体験会 10/97 名、観戦者 8/97 名） 

 

11 月 23 日の試行プロジェクト開催後にフィードバック分析の一環として、それぞれの立場からの

参加者の意識調査を目的に行った。調査は本試行の感想を伺うという名目のインタビュー形式で

実施した。 

 

・開発者からのフィードバック（一部抜粋） 

“（調査・開発を継続し）もっとどんな人でも楽しめるような競技になればいい” 

キャリオット開発者男性 

 “プレイヤー同士の心理的駆け引きが生まれてきた。今後は解説も重要な意味を持つ” 

バブルジャンパー開発者男性 

“さらに競技を進化させて、人の身体に縛られないような競技にしたい” 

トリトリ開発者男性 

・競技者からのフィードバック（一部抜粋） 

“練習が足りない、もっと練習して、もっといい器具を作って、今度こそ勝ちたい” 

キャリオットプレイヤー男性 

“練習の成果が出た。これからもずっとやりたい” 

バブルジャンパープレイヤー女性 

“公式プロプレイヤーになりたい、そのためにもっと練習する、応援してください” 

HADO プレイヤー女性 

 

以上のように、開発者インタビューからは、本試行プロジェクトを通じ、さらなる技術とスポーツの

融合により、誰もが楽しめるスポーツの開発に挑戦したいとする意気込みや、各競技の強いスポー

ツ要素を実感する声が聞かれた。今回の競技会の開催により、今後も継続的な開発を進めていく

上での前向きな姿勢や、開発を通じた完成度の向上が競技を次の段階へ引き上げたことが分かる。
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競技者インタビューからは、超人スポーツのスポーツとしての競技性と“つくる”スポーツならではの

競技器具の改良に関する意欲を感想として得られた。本試行プロジェクトを通じて、主体的かつ能

動的な競技者の育成が行えたといえる。 

また、観戦者インタビューからは、本試行プロジェクトが今後より一般に浸透する未来に対する期

待や、既存社会の持つ心のバリアに対する効果を実感する声、今後の活動を応援したいとする声

が多く得られた。新しいスポーツの開拓に対する期待感が高く、スポーツエンタテイメントとしての

超人スポーツの可能性を確認することができた。  

 

(2) インターネット上での閲覧記録及び動画公開、メディアにおける報道、および視聴者からの

フィードバック調査 

・開設した HP、及び記録動画の視聴数（2017 年 3 月 9 日時点） 

 

HP 閲覧数 （10 月-1 月計：52、257） 

2016 年 10 月：14、386 

2016 年 11 月：19、661 

2016 年 12 月：9、719 

2016 年 1 月：8、491 

 

総動画閲覧数 

3709view、 575 回（内ゲームズ 1160view、 491 回(85%)） 

 

本試行プロジェクトの実施に向け、インターネット上での HP 開設、およびそこでの試行プロジェク

トの事前告知、記録動画の公開を行い、SNS 等を通じて情報の拡散を行った。公開動画の視聴者

からは、本試行プロジェクトの興行としての価値への注目や、産業としての発展性に関する期待が

数多く寄せられ、そのうちの 29 名からは競技への参加や事業としての提携可能性等に関して、協

会への直接連絡を受けた。 

 

 公式 HP（2016、12/4公開）及び YouTube(2016、12/13公開)の記録動画 

 

・インターネットネット上の記録動画視聴者からのフィードバック（一部抜粋） 

“年齢・性別・体格を問わない”“スリルがあるけど 痛くない” 

 TBS「王様のブランチ」(2016/10/22) 
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 “everyone can compete together on a level playing field”  

NHK World TV「Sports Japan」(2016/11/2) 

 “企業も注目”“（障がい者も）他の参加者と一緒にレースに出ることができた” 

 テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」（2016/11/23） 

 “障がいや年齢に関係なく誰もが楽しめるスポーツ”  

テレビ朝日「スーパーJ チャンネル」(2017/ 1/7) 

“マスコミ大注目の一大イベント”“漫画・アニメのように個性あふれる競技で白熱”  

テレビ東京「特捜ジャンポリス」(2017/ 1/13) 

“身体に新しい技術を取り込み、誰もが超人になれる” 

 AFP「AFPBBnews」（2016/11/24） 

 

開設したインターネット上の HP、公開動画の配信等による事前告知、および事後報告を受け、15

名を超えるメディア関連の取材依頼が来た。メディア報道においては、テレビ東京のワールドビジ

ネスサテライトにおいて８分間を超える特集が組まれ、フランスAFP通信からも取材陣が派遣される

など、非常に大きな反響を得ることができた。上記ワールドビジネスサテライトでの扱いのように、単

なるエンターテイメントとしてではなく、産業・福祉の文脈におけるスポーツの新たな可能性として報

道される事例が多かったことは特筆に値する。また、スーパーJ チャンネルや AFPBB news、などが

顕著であるが、年齢、障がい、性別、体格を問わず誰もが新技術を用いることで身体を拡張し、同

じ土壌で競い合えること、新産業の種として産業界も注目していること、また特捜ジャンポリスでは、

現在週刊少年ジャンプにて連載中の人気少年漫画のパロディ的表現として、最新技術によりこれ

まで空想だと思われていた漫画、アニメの世界が実現されようとしていることが話題に上り、パラリン

ピックに見られるであろう高度に洗練されたスポーツ競技器具に関する関心や、そういった器具を

身につけ身体の極限に挑む姿勢に対する意識を、福祉、ビジネス、ポップカルチャーなど様々な

文脈において幅広い層に啓蒙することができた。 

報道や公式動画による本試行プロジェクト実施の様子の配信を受けて、各種 SNS においても、本

試行プロジェクトの観戦を逃したことへの後悔や、こうした技術をスポーツが取り入れていくことの可

能性、また今後こうした活動がより大規模に広がることに期待する声や、 2020 年のオリンピック・パ

ラリンピックに向けた「日本発」の取り組みの 1 つとしての期待感、直接的なオリンピック・パラリン

ピックの想起などが確認できた。  

 以上のように、本試行プロジェクトの実施により、超人スポーツを、単なる新スポーツ開発の段階

から、実際に競技を行って勝敗を決し、それを観戦して楽しむというスポーツエンターテインメントビ

ジネスの萌芽的段階まで引き上げることができたことで、 2020 年のオリンピック・パラリンピック開催

に向けて、日本発の新たなスポーツ産業・スポーツ文化を生み出す原動力としての超人スポーツ

への期待感を高め、2020 年に向けた機運醸成に寄与することができた。以下、本試行プロジェクト

の２つの目的に対する試行結果をまとめる。 

 

 1) 日本の文化とテクノロジーをスポーツの文脈で発信することができるか 

AR 技術をスポーツに取り入れた HADO、日本の国技である相撲に身体拡張技術を組み込んだ
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バブルジャンパー、岩手県の立国に纏わる民間伝承や漫画というポップカルチャーをスポーツに

取り入れたロックハンドバトルなどの競技が、超人スポーツを通じて、 WBS、NHK World、AFP 等

による国内外を問わない報道において大きな反響を呼んでおり、超人スポーツによって「スポーツ

の文脈で日本の文化とテクノロジーを発信する」ことの可能性を実証することができた。 

 

2）超人スポーツによって健常者・障がい者を問わず楽しめるようになるか 

競技「キャリオット」に参加した、頚随損傷による四肢麻痺を抱える選手の事例や、競技「スライドリ

フト」においてパラリンピアンや車椅子ユーザが健常者以上に楽しむ様子を通じて、超人スポーツ

が障がい者でも楽しめることを実証し、障がい者が健常者と全く同じフィールドで競い合えることの

価値を示すことができた。 

 

課題 

 今後の課題としては、競技を継続的な開発を支援する体制の整備、より新しい観戦形態を生み

出すための観戦技術の開発、大学など研究機関の研究成果を取り入れた、より未来に向けた競技

の開発など、開発面での課題。定常的に練習が行えるような道具と場所の整備、ルールブックの整

備など競技者育成面での課題、感動の演出や応援しやすいルールへの改良など、観戦面での課

題などが挙げられる。 

 また今回の試行プロジェクトにおいて、特に福祉分野における可能性に注目が集まり、2020 オ

リパラにおいて、日本の新たな福祉スポーツの取り組みとして超人スポーツを発信することへの期

待感の高まりを感じた。今後の競技開発において開発段階から障がい者の参画を得ることや、障

がい者コミュニティと協力した競技の体験の場の提供など、超人スポーツの取り組みから派生して、

障がいを持つ人々が日常生活のなかで楽しめる・役立てられるような新たな福祉技術が生み出さ

れる体制を整備し活動をより発展させていくことが極めて重要であることが確認された。 

 

将来計画 

 本試行プロジェクトの成功を受け、現在、大学や研究機関等の学術界や、情報通信産業界の

みならず、金融業界や自治体からも、超人スポーツを起点とした新産業分野の創出に向けて本格

的に取り組むよう要請が出始めており、単なるスポーツイベントを超えて、超人スポーツを通じたレ

ガシーの創出に関して体制整備を進めている。具体的には、 

 ① 身体拡張技術に基づく新たなスポーツ産業／エンターテインメント産業の構築   

 ② 障がいを個性・特徴として活躍できる新たな福祉工学への転換  

 ③ 「つくる」スポーツ。スポーツ創造に基づく新たな地域文化の創出  

の 3 点を主な軸に、様々な分野での産官学連携による取り組みの可能性について長期計画を策

定し始めており、来年度のプロジェクト推進にいかしていきたいと考えている。 

 

以上 
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日本の”まつり” Re-Design プロジェクト 

株式会社 電通国際情報サービス 

 

実施団体 株式会社 電通国際情報サービス 

実施時期 2016年 11月～2017年 2月 

場 所 秋田県、東京都 

概 要 2020年に向け、東京だけでなく幅広い日本の地域文化への国際的な関

心を高めるため、外国人観光客や自治体・地元の方と共に、祭りの由

来や現代における意義を深掘りし、「地域の祝祭」をテーマにアーティ

スト市原えつこ氏とメディアアートイベントを実施し、地域文化の豊

かさを海外に発信していく。 

効果検証方法 【短期的】 

・実施対象の祭りの魅力発見（再発見）効果、実施対象の祭りの話題

性向上効果 

【長期的】 

・日本の地域文化全体に対する国内外の関心の向上、2020年に向けた

インバウンド拡大（観光客増加への寄与）効果 

・関係者、観光客へのインタビューにより効果を検証 

 

試行プロジェクトの概要 

実施目的 

 

本プロジェクトの実施目的は、オリンピック・パラリンピックに向け国内外の日本文化への関心が高

まりやすい時期に、地方の文化を効果的に発信していくことで、日本文化の幅広さ・奥深さへの関

心を高め、長期的なインバウンドにつなげることにある。 

 私共は、地域の祭り・民俗文化の魅力が伝わりにくい要因の一つは、「現代の外部に暮らす人々

には、古くに確立し一地域で発達してきた民俗文化の効用が体感として分かりにくい」ことにあると

考えている。地域の風習や祭りはコミュニティの結束や日常生活のストレス発散などの機能を有し

てきた側面もあるが、実際に行事が進むなかでこうした機能が声高に明示されることは少ない。一

方で初めてこの行事を目にする外部の人間には、その行事が地域に果たす機能的な意味合いに

関心を向けたり理解したりすることは困難である。 

そこで本プロジェクトでは、民俗行事「男鹿のナマハゲ」の魅力を、その祭りが地域や住民に果た

してきた「機能」を中心に理解した上で、現代的な文脈で再構築したメディアアート映像を制作し国

内外へ発信することとした。現代を生きる国内外の人々が楽しみながら日本の地域文化の本来の

役割や意味合いを理解することを通じて、日本の地域的・文化的な魅力の幅広さに気づき、日本

への関心や愛着を高める一助とすることを目指した。 
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取組み内容 

【題材となる「男鹿のナマハゲ」に関するリサーチ】 

・対象とする地方文化として複数の祭り・民俗風習をリストアップした上で、抱えている課題が明確

であること、行政が情報発信に意欲的なこと、作品化した際のビジュアル・名称のインパクトが期待

できること、といった観点から「男鹿のナマハゲ」を対象活動とした。 

・男鹿市観光商工課の方々とのミーティング・男鹿市ナマハゲ記念館や関連書籍により情報収集

を行い、ナマハゲの由来や特徴、抱える課題等の理解を深めた 

 

【メディアアート”都市のナマハゲ”コンセプト検討】 

リサーチにより明らかになった、男鹿のナマハゲの以下の 2 つの特徴にフォーカスを当てたメディ

アアート作品を制作することとした。 

A.「子供・住民のしつけ」、 「相互監視」 、「地域コミュニティーの維持」という、現代にも必要とさ

れる機能を備えた存在であること 

B. 集落により異なる場所性・材料を生かした面・衣装を纏い、集落ごとに全く異なるビジュアルを

有していること 

  (海の近くでは海草を、山の近くでは木の皮を材料に使用する、等) 

A の機能的な特徴を、現代的なテクノロジーを用いたシステムに翻訳し、B の場所性の特徴を東

京の多彩な街を舞台に表現した”都市のナマハゲ”作品を、市原氏の統括のもと制作した 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（コンセプト図） 
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(システム図) 

 

 

【映像作品ストーリー検討・映像制作】 

映像作品のストーリーは、「海外の方にも理解し易いこと」「男

鹿のナマハゲの正確な情報伝達とメディアアートとしてのナマ

ハゲ作品のコンセプトが明確に区切れること」を重視し、以下の

ストーリーとした。 

メディアアーティスト市原えつこは、男鹿のナマハゲが「集落

により異なる地域性・材料を生かした面・衣装を纏っていること」

「”子供・住民のしつけ”、 ”相互監視” といった機能を備えた

存在であること」に興味を持ち、近い未来(2020)の東京に現れ

る「都市のナマハゲ」を妄想する。 

「都市のナマハゲ」は場所性を映した異なるビジュアルをして

いる。さらに「都市のナマハゲは」、監視カメラ・集音マイクや、

SNS（ナマハゲノート）で捉えた”悪い子情報”をクラウド上に記

録し、悪い子ポイントが規定値を超えた者に、VR を利用したマ

インドハックシステムによるしつけを行う。 
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【映像作品の英語・日本語字幕対応】 

オリンピック・パラリンピックの機運醸成を目指す活動として、「海外への発信」、「バリアフリー」に

対応するため、英語字幕版・日本語字幕版を制作した。 

なお、日本語字幕版においては、映像企画担当の浅生鴨氏に NHK 職員のご経歴があり、聴覚

障碍者対応字幕に携わった経験も有することから、NHK の日本語字幕ルールに順ずる形を採用

した。 

【映像作品発信】 

おもな映像発信場所は以下のとおりである。 

① Youtube による映像発信(2017 年 2 月 1 日～) 

② ICC 市原えつこ氏展示スペースにおける秋葉原のナマハゲ・映像展示((2016 年 12 月 20 日

～2017 年 3 月 12 日) 

③国外向け効果測定を目的とした Facebook 埋め込み広告 

米国・ヨーロッパ・アジアの 3 地域に分けて実施した。また関連施策として、動画の一部や説明を

下記の場所で発信している。 

・ウェブページ制作 (コンセプト・関係者インタビュー等) 

・電通報コラム掲載(2 月終盤) 

・MBS 毎日放送「ナミノリジェニー」(関西圏)における一部映像発信(2017 年 2 月中旬)  

国外向け発信効果・バリアフリー施策の効果を測る取組みとして、Facebook 広告による海外発信

効果定量調査（米国・ヨーロッパ・アジアの 3 地域に分けて実施）、鑑賞者向けアンケートを実施し

た。また、バリアフリー施策に関する定性調査として、障害者に関わる映画作品を制作する中村監

督へのインタビュー調査を行った。 

 

 

効果と課題 

効果  

本プロジェクトの実施目的は、オリンピック・パラリンピックに向け国内外の日本文化への関心が高

まりやすい時期に、地方の文化を効果的に発信していくことで、日本文化の幅広さ・奥深さへの関

心を高め、長期的なインバウンドにつなげることにある。 よって、本映像作品を見た人がどれだけ

いるかという定量的観点、および見た人が日本の地域文化への関心を高め、日本に行ってみたい

と感じるきっかけになったかという定性的観点の両面から、試行プロジェクトとしての効果や今後へ

の課題を考察する。 

定量的結果から拡散全体量を見ると、全体で 19,000 人程度、うち 14,000 人程度の外国在住の

方に試聴いただいた。完成後 1 か月で数万名規模、さらに海外在住の方にも多く届けられたのは、

無料動画公開という形式ならではと言える。 

拡散量の内訳を以下に示す。Youtube 動画再生数は約 4,600 人(2 月末時点)うち海外からの視

聴は 180 人程度と推計された。ICC 動画視聴人数は約 760 人、うち 170 人程度が外国人であった
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(2/3-2/28 推計)。Facebook 広告による海外発信数は 13,820 人であった(動画 50%以上視聴者を

試聴人数と定義)。地域別に見ると、米国：リーチ 67 万人、うち動画を 50%以上視聴したのは 2,886

人、欧州：リーチ 58 万人、動画 50%以上視聴 2,418 人、アジア：リーチ 126 万人、動画 50%以上視

聴 8,516 人であった。 

 

地域別の視聴動向 

リーチの結果として、地域別に、下図のような長さ別の視聴数を獲得した。 

 

(地域別、視聴時間別視聴数と、コンバージョン率) 

 

3 地域とも共通して、初めの 10 秒～1 分過ぎの間に大きな離脱が起き、動画後半の 3 分半以降

は離脱が比較的穏やかになっている。10秒～1分過ぎの間に大きな離脱の要因としては、FB埋込

み広告という、元々本作品に関心のない人にも広く発信する手法を採用したことで、必然的にすぐ

離脱する人が多くなったと考えられる。 

一方、25%～50%の維持率(米国 31%、欧州 38％、アジア 33％)に比べて、50%～75%の維持率(米

国 49%、欧州 60％、アジア 66％)が大きく上昇している要因の一つには、本作品が前半に男鹿のナ

マハゲ自体の紹介をメインとした男鹿パートを、後半にメディアアート部分として都市のナマハゲを

表現した都市パートを配したことが考えられる。 

この影響が大きいとすれば、メディアアート的表現による新鮮なビジュアルやストーリーが、地方

の民俗文化を直接的に紹介するより、視聴者の関心補足効果が高かったといえる。ただし、FB 広

告や Youtubeという初めのインパクトが視聴継続に与える影響の大きい媒体を利用する上で、印象

の強い都市パートを前半に持ってくることでさらに多くの視聴者の関心を引き付けられた可能性も

あり、発信手法に最適化した作品構成については今後の課題としたい。 

また、地域別の傾向として、米国よりも欧州・アジアで後半の視聴維持率の上昇が大きい。市原

氏の ICC の展示でも、動画の趣旨を理解した上で楽しんでくれた外国人視聴者には欧州・アジア
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系の方が多い傾向にあったとのことで、来訪神に対する親和性等、文化的な背景も影響したと考

えられる。 

 

続いて定性的観点から視聴者の関心・理解を考察する。 

視聴者の地方文化に対する関心・理解促進効果を検討する上では、大きく以下の 2 種類の情報

を活用した。 

・SNS(Facebook)、及び市原さん ICC 展示アンケート(自由回答)の感想コメント 

→主に、動画を気に入った人の関心を引いたポイントを理解 

・地方文化の理解度、インバウンド効果等に関する小規模サーベイ(N=18) 

→動画を気に入った人以外も含め、地方文化の理解・インバウンドへの効果を検証 

 

SNS・ICC アンケートコメント 

動画を気に入った人の関心を引いたポイントを理解する上では、Facebookや ICCアンケートの自

由回答に書かれたコメントが役に立った。 

以下に見られるように、自由回答の SNS・ICC アンケートコメントは、都市のナマハゲに関するコメ

ントがほとんどだった。中でも秋葉原のビジュアルや設定に対するポジティブなコメントが多い。 

SNS や任意アンケートにおけるコメントは、その作品を特に気に入った人が、最も印象に残ったポ

イントについて書くことが多いことから、メディアアート的な表現は、地方文化をそのまま紹介した場

合には得られなかった視聴者層を獲得する上で大きな効果を発揮したといえる。 

 

[都市のナマハゲに関するコメント例] 

(外国人) 

・keren/ 訳：クールだ（インドネシア人・男性） 

・なまはげのあたまがドローンだと思わなかったオモシロイ！！タケコプターみたいにとべそうです

ね！！！おもしろかったです！（(国籍不明)女性） 

(日本人) 

・秋葉原のナマハゲの衣装がかっこよくて大好きです！！(日本人 30 代女性) 

・ナマハゲ秋葉のデザインと音楽と映像がめっちゃかっこよかったです。しつけのでデザイン、神・

恐れなど考えちゃいました(日本人 20 代男性) 

・ポイント加算制度なるほどと感心しました(日本人 20 代女性) 

・秋葉原のナマハゲがヤバイ www(日本人 30 代男性) 

[男鹿のナマハゲに関するコメント] 

・tradisinya unik juga.. / 訳：これもユニークな伝統..（インドネシア人・男性） 

[その他のコメント] 

(外国人) 

・Very Interesting, Good info in English.(スウェーデン 20 代女性) 
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地方文化の理解度、インバウンド効果等に関する小規模サーベイ 

SNS コメント等では把握しにくかった、本コンテンツに好意的な人以外も含めた視聴者の、この動

画の地方文化理解・インバウンド効果検証のために、サーベイを実施した。 

なお本サーベイは、Facebook 広告の説明欄にリンクを張ることで、定量調査に紐付けて行う予定

であったが、回答が集まらなかった。このため、関係者が知人の外国人に声をかけ、小規模ながら

回答を集める方法に変更した。 

結果、回答数が小規模であることから、回答率等の定量的な示唆は考察の対象とはせず、「どの

ような意見があったか」の参考程度に留めるものとする。一方で、自由回答の場合よりも本コンテン

ツに肯定的な意見・否定的な意見の双方の意見が収集できた点は有意義であったと考える。 

Facebook 広告を通じたサーベイが難しかった原因には、媒体との相性の悪さ(広告ページに飛

ぶと思われやすい)や、回答者にとってのインセンティブがなかったが考えられることから、定量的

な示唆も得られる回答数を得る効果測定方法の検討も、今後の課題としたい。 

 

地方文化の理解を深める効果について 

 

地方文化の理解を深めるのに本映像作品がどのように役立ったかを理解するために、「男鹿のナ

マハゲ」の特徴として当てはまる回答を選択する設問を設けた。選択肢 5 つ中 2 つを正解とした。

結果は N=18 のうち「完全正解：3 名、部分正解：11 名、完全不正解：4 名」となった。 

完全正解者は多くはなかった一方で、完全正解の 3 名については、感想欄より作品への深い理

解の様子が伺える。 

 

 

[「男鹿のナマハゲ」の特徴について完全正解をした視聴者の感想] 

・Great video -- good "design fiction" that was fun to experience. I didn't know about "namahage" 

but it made me curious to learn more. I think the length of the video was good (or it could be 

shorter depending on the context of viewing). Thanks for the video :)(フィリピン 20 代女性) 

・The video is something that reminds us about good deeds. It is so good that there are still some 

people who values traditional culture, never forgets about it and still teaching the youngsters to 

remember it in their entire life. (米国 30 代男性) 

・It is interesting(国籍不明・30 代男性) 

 

一方で、完全正解者以外の感想には、「よく解らないがクール」といった、理解には至らずとも映

像のインパクトを新鮮に感じるコメントと、「作品の意図が解らない、長すぎる」といった内容の理解

しにくさ・長さに対する否定的なコメントが見られた。 

ここからは、本作品に盛り込んだ「外国人に馴染みない地方文化の知識と、それを現代的に読み

－275－



 

 

替えた現代アート作品」という内容が、視聴者が元々もつ日本文化や現代アートへの関心にばら

つきの大きい youtube 動画で視聴者全員を満足させるには、長く、文脈も複雑であるともいえる。 

ただし前述のように、深い理解を示す視聴者や、理解に至らなくてもキャッチーな作品性を楽しん

でいる視聴者も十分におり、鑑賞者による理解や関心のバラつきの大きな現代アート用いた、地方

文化というハイコンテキストな主題の表現としては、一定の効果を上げているとも考えられる。 

[「男鹿のナマハゲ」の特徴について完全正解ではなかった視聴者の感想) ]  

(肯定的な感想) 

・Awesome(ペルー30 代女性) 

・quirky but cool(米国 20 代男性) 

 (否定的な感想) 

・I don't understand what you want to do.(韓国 40 代男性) 

・I can't get what the video tends to communicate. (国籍不明 30 代男性) 

・Don't understand what this story want to say. And it too long to watch until the end. I would not 

watch it after 30 second if my friend  did not ask me to do it.(国籍不明 30 代男性) 

 

また市原氏の ICC 展示でも動画視聴者の理解にバラつきが見られたが、Web による視聴者に比

べ、長めでハイコンテキストな作品性を能動的に読解し楽しんでくれる人が多い印象とのことであっ

た。ICC に足を運ぶような、文化や現代アートへの関心の高い層に対しては、より親和性が高かっ

たことが解る。 

 

インバウンド効果について 

 

本作品の、地方へのインバウンド効果について理解するために、「日本の地方に行きたくなった

か？」「日本の地方文化への関心が高まったか？」を問う選択肢を設けた。また比較対象として、

「東京に行きたくなったか？」「日本のアートやコンテンツへの関心が高まったか？」という選択肢も

設定した。 

結果として、18 名のうち 6 名が「地方に行きたくなった」、9 名が「地方文化への関心が湧いた」と

回答した(うち 3名が両選択肢を選択)。これは、「東京に行きたくなった」(5名)、「日本のアート・コン

テンツへの関心が高まった」(2 名)と比べても高く、本作品は、東京を舞台にしたインパクトの強い

アート作品部分で関心を惹きながらも、結果的には地方へのインバウンド効果を十分に発揮してい

ると考えられる。 

また前述の地方の文化の正しい理解状況と、この地方へのインバウンド効果の間には強い連動

傾向は見られなかった。このことから、地域の複雑な伝承を映像の中で正確に伝えきらなくても、魅

力にフォーカスを当てることでインバウンド効果は十分に得られることがわかった。 
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定量的観点：バリアフリー対応の効果について 

 

本作品のバリアフリー版においては、映像企画担当の浅生鴨氏に NHK 職員のご経歴があり、聴

覚障碍者対応字幕に携わった経験も有することから、NHK の日本語字幕ルールに順ずる形を採

用した。結果、広く聴覚障碍者の方にも観て頂き易い作品に仕上がったと考える。 

 今後のオリンピック・パラリンピックに向けた取り組みをバリアフリー的な面でもより充実させるた

めの参考として、多様な観点を取り入れるために、NHK 以外でバリアフリーの映像制作に携わる方

にもご意見を伺った。 

 

インタビューご協力者 

中村和彦（なかむら・かずひこ）  

映画監督。福岡県出身。 早稲田大学文学部在学中、映画

に興味を持ち、シナリオの勉強をし、助監督を経験。映画の

路に進み、大学を中退。  

2001 年、奥田瑛二監督の映画『少女』で監督補。  

02 年に『棒-Bastoni-』で劇場用映画監督デビュー。  

その後サッカー日本代表のドキュメンタリーDVD に携わりつつ、07 年に監督第二作目、知的障害

者サッカーのワールドカップを描いた『プライド in ブルー』を発表。 その後ろう者サッカー女子日

本代表を描いた最新作『アイ・コンタクト』が公開。 

 

字幕以外も含めたバリアフリーの対応方法について 

 

“厳密な意味でのバリアフリーというのは手話も字幕もつける必要があります。障害は聴覚障害だ

けではないので、目の見えない方に向けて音声ガイドもつけると完璧ですね。” 

“聴覚障害の方も聞こえるレベルが皆違います。ですから、難聴者、中途失聴者（音声言語獲得

後に聴力が下がったり、聴力を失った人）が見たらどう感じるかを常に意識しながら制作します。 

すべての方が理解出来るようなものは存在しません。 

中には手話が得意でない方もいれば、お年寄りは日本語字幕についていけない方もいます。知

的障害の方に見てもらう場合は漢字を減らしたり、などの工夫も含めて表現だと思っています。” 

 

字幕のつけ方について 

 

“右下に(絵遺贈作品本編の)テロップがあるために、字幕を左に寄せていますが、バリアフリー版

を作るならばテロップの位置をかえて字幕を真ん中にしたほうがよいですね。コストとの兼ね合いも

あると思いますが、テロップを減らす、尺を変えるなど、通常版とは別のものを制作する必要があり

ます。バリアフリー版を別で制作できるのがベストだと思います。” 
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“また字幕は、一行が長くなる場合は二行に改行したほうが読みやすい場合が多くあります。また

伝わればよいので、ナレーションと字幕は違ってもよいと思います。 

「こうでなくてはいけない」というものはなくて、どのような人に見てもらうか、そしてその人が見たと

きにどう感じるかを想像しながら制作すると良いと思います。” 

 

課題 

【「正確な情報を伝える」ことと「広く関心を集めること」の優先順位付け】 

本プロジェクトの実施目的は、オリンピック・パラリンピックに向け国内外の日本文化への関心が高

まりやすい時期に、地方の文化を効果的に発信していくことで、日本文化の幅広さ・奥深さへの関

心を高め、長期的なインバウンドに繋げることにあった。 

今後同様の目的で活動を行う際、最も重要な課題は、外国人に馴染みのない地方文化に関して、

「正確な情報を伝える」ことと、「インパクトある表現で広く関心を集める」ことのどちらを重視するか、

その優先順位を明確にすることと考える。 

「正確な情報を伝える」ことを優先する場合、地方文化にまつわる幅広い情報を散りばめることに

なるため、全体としてはハイコンテキストになり、直感的な理解が難しくなりやすい。またこのような

作品は、そもそも日本文化や現代アートに関心のある比較的狭い人を対象とすることが前提とな

る。 

一方、「インパクトある表現で広く関心を集める」ことを重視する場合、一言で言えるくらいメッセー

ジを単純化し、Web で拡散や記事化がされやすい表現にしたほうが効果が出やすい。ただし、地

方の文化をテーマとするために、その地域の方には「正しく伝えて欲しい」という要望を持っている

ことが多く、住民のニーズと外部から見た時のキャッチーさのバランスを取る事が必要になる。 

 今回の試行プロジェクトにおいては、男鹿市観光商工課の「ナマハゲを国内外に正しく理解し

て欲しい」というニーズに応えることを重視したため、ハイコンテキストな企画となった。ただし、ス

トーリーの工夫や市原氏のキャッチーな作品性により、メッセージの複雑さの割には広い層に関心

を持っていただき、日本の地方の魅力アピールにも貢献できたものと考える。 

 今後は、さらに目的やターゲットを明確化したした上で活動に取り組んでいきたい。 

 

【目的に最適化した発信方法・作品構成の検討】 

今回の活動は、youtube・FB 広告・ICC の市原さんの展示等、様々な発信形態をとったことで、同

じ映像作品でも視聴者が出合うタッチポイントによって反応が変わってくることを改めて理解でき

た。 

中でも今回最も広く発信を行ったのはFB広告であった。FB広告は特に、日本文化や現代アート

への関心有無に関わらず push で発信されるため、前章でいうところの「広く関心を集めること」に向

いた発信方法といえる。またこの発信方法を効果的に使うには、「離脱させない」工夫、すなわち視

聴者が視聴継続を意思決定するまでの開始後 10 秒の間に印象を最大化する工夫が重要であろ

う。  
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今回のように伝えたい情報が複雑な場合にも、FB広告では開始 10秒で目を惹き易いよう都市の

ナマハゲのシーンを初めから打ち出したり、ショートダイジェスト版を流し、そこで関心を持っても

らった人向けにやや複雑な本作品を youtube や展示放映するといった複数の見せ方を組み合わ

せることも、有効と考えられる。 

また、十分に関心の高い人の理解を更に深める施策としては、映像視聴よりも能動的に楽しめる

参加型プログラム(イベント・祭り本番との組み合わせ)も今後検討していきたい。 

 

【効果測定方法の再検討】 

今回は発信数の拡大自体が 1 つの目標であったこと、1 リーチあたりの価格の現実性から、効果

測定方法にFB広告を採用し、定性調査もFB広告のコメント欄にアンケートサイトへのURLを載せ

る形で実施することにした。 

しかし結果的に、FB 広告上で流れてくるインセンティブのないアンケートに自ら答える視聴者は

出てこず、関係者の知人関連に小規模なサーベイを行うことで代替した。 

今後、コンテンツの理解度やインバウンド効果をより定量的に把握する際は、大規模なサーベイ

が必要となるため、回答者にとってインセンティブのある有料アンケートパネルの利用や、回答者

への特典の提供を検討したい。 

 

 

将来計画 

 

男鹿のナマハゲをテーマとした本試行プロジェクトを第一弾とし、今後は複数の祭りや地方文化

とのコラボレーション・及びその作品群のアーカイブ化を行いたい。さらに国内外におけるこれら

アーカイブの展示活動までを目指したいと考えている。現在は、次回のコラボレーション対象を検

討中である。 

次回以降の活動を実施するうえでは、本試行プロジェクトで明らかになった 3 つの課題を、協力

いただく自治体も巻き込んで十分に吟味していきたい。 

特に、対象活動の祭りや地域文化の文脈の複雑さや現在の知名度等を踏まえ、情報発信の目

的を明確にすることはとりわけ重要と考える。自治体にも、知名度を上げ、インバウンドで観光客を

増やすことを重視するところと、より深い理解・正しい情報伝達を重視するところがあると考えられる。 

これら自治体のニーズも踏まえた上で、明確な目的設定(正確な情報伝達/多くの人々の関心向

上)を行い、その目的に最適化した発信方法方法 (FB広告による push発信、youtubeや展示会場

における pull 発信、より能動的に関わって頂く参加型) の組み合わせを検討し、総合的なプロジェ

クトとして実施していくことを目指したい。 

以上
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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 

 

実施団体 公益財団法人 画像情報教育振興協会（CG-ARTS） 

実施時期 2017年 2月 

場 所 東京都 

概 要 国内外の気鋭アーティストを招き、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とトークセッションを実施。テクノロジーを介

してあらゆる人が楽しめる未来の娯楽のありかたを実験・提唱するパ

フォーマンスを行う。2020 年にはパーソナルデバイスや AI を活用し

た円滑な多言語コミュニケーションなど、テクノロジーを活用した

ツールの試行実現を目指す。 

効果検証方法 プロジェクト実施後に各界の有識者との意見交換を実施するととも

に、PR効果等を分析。また、参加アーティストや有識者インタビュー

をウェブサイトでアーカイブ（日英二ヶ国語）として公開し、アクセ

ス状況等を把握する。 

 

試行プロジェクトの概要 

実施背景 

テクノロジーを用いたアート表現は、2000 年代以降のオリンピック・パラリンピックの演出手法とし

ても重要度が増し、もはや欠かせないものになっている。メディアアートやテクノロジーアートの分野

では世界的にも高い評価を受けている日本人アーティストも多く、2020 年の東京オリンピック・パラ

リンピックにおいては、日本の次代のテクノロジーとアートを総合的にアピールする機会にしなけれ

ばならない。 

MEDIA AMBITION TOKYO はテクノロジーとアートを介した文化を基軸に、東京を世界中の人

が注目する場にしたいという想いから始まり、過去 4 回にわたりイベントを開催。国内外の気鋭の

アーティストやクリエイターが集結し、共に意義を共有しながら、東京という都市を舞台にテクノロ

ジーカルチャーの実証実験の場として着実に回数を重ねてきた。 

 

実施目的 

本プロジェクトでは、5 回目の開催となる MEDIA AMBITION TOKYO が、これまで培ってきた知

見やネットワークを活かして、日本の次代のテクノロジーとアートを総合的にアピールすることに合

わせて、社会のニーズが高まると予想される異文化間のコミュニケーションサポートや障害者を支

援するための科学技術の領域において、テクノロジーアートのバリエーションを多様化させるととも

に、新しいテクノロジーを社会に根付かせるための文化的価値をアートの力によっていかに実現さ

せるかを検証する。 

 

実施スケジュール 

2017/2/11（土）20:00-23:00 ライブパフォーマンス 
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2017/2/12（日）16:00—17:00 トークセッションⅠ/ 17:10－18:10 トークセッションⅡ 

開催場所：六本木ヒルズ 森タワー52 階展望台 東京シティビュー 

 

取組み内容 

①多言語で楽しむ参加型ライブパフォーマンスの実験 

テクノロジーアートと音楽が融合した新しい表現を、国や言葉の枠を越えて観客が一体となり体

験できるライブパフォーマンスを実験的に導入。パーソナルデバイスを用い、同じ音楽を異なる言

語で演奏するマルチチャネルライブを実施。テクノロジーを異文化間のコミュニケーションに応用す

ることで、どのようにサポートされ，また変質させられるのかを探った。 

また観客参加型のライブパフォーマンスを組み込むことで、テクノロジーとアートを介した一体感

の創出を図った。 

 

②2020 年に向け、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 

MEDIA AMBITION TOKYO が初回から掲げているテクノロジーとアートを都市に実装していくと

いうミッションをベースに、全ての人が楽しめるオリンピック・パラリンピックを実現するために、テクノ

口ジーが可能にする多言語コミュニケーションや未来のバリアフリーのありかたをテーマとしたトー

クセッションを開催。先端を走るアーティストやクリエイター、研究者らが意見交換を行い、アイデア

を創出した。 

 

③音声認識＋音声合成機能を使った視覚聴覚バリアフリー 

トークセッションの内容は、音声認識＋音声合成機能を用いてリアルタイムで字幕を作成。多言

語の翻訳機能も実装することで、障害者バリアフリーだけではなく言語バリアフリーに対応。聴覚に

障害のある方もトークセッションに参加頂き、感想をヒアリングした。 

 

④ウェブアーカイブの公開 

トークイベントの過程で抽出されたアイデアは、Web 上でアーカイブとして公開し、世界中からオンライ

ンでアクセス可能にする。アーカイブを通して、テクノロジーを創造的に使うアイデアが次々と都市の中

で実現されていくための知見を蓄積する。 

 

取組み内容① 

ライブパフォーマンス MEDIA AMBITION TOKYO LIVE 

 

▼プログラムの概要 

「UNSOUND INTERACTIVE LIVE」  多言語   多様性   一体感創出   

音楽: ギル久野、ケンイシイ、山川冬樹 

映像: Kezzardrix、Savka、橋本麦 

会場内ではキック音だけが鳴り響き、そのビートに合わせて 3人のミュージシャンと 3人のVJが同

時に演奏。参加者は好きなミュージシャンの音楽をヘッドホンラジオで受信し、好きな VJ の映像を

見ながら楽しむことができる。多様性が共存する実験的なパフォーマンスを実施。従来は受動的で

あったライブを、観客自らが好きな音を選曲し、インタラクティブなライブ体験を実験した。 
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「エレクトロニコス・ファンタスティコス！」  一体感創出   参加型  

出演：和田永 

古い電化製品を使ってオリジナルな楽器を産み出してきたアーティストの和田永が、あらゆる人を

巻き込みながら新たな楽器を創作し、量産し、奏法を編み出し、徐々にオーケストラを形づくってい

くプログラム。観客が自ら楽器となり、参加型ライブにより会場の一体感創出を実験した。 

 

 

 

 

 

 

 

観客の中から異なる本数のボーダーシャツを着た人々を集め、ボーダー服の“ピッチ（幅）”が“ピッチ（音程）”となり、踊るようにノ

イズを発し、ボーダーをシンセサイザー化したパフォーマンス。 

 

「Special Session」 ボーダレス   多様性  

DJ：渋谷慶一郎、ダヴィッド・ルテリエ（a.k.a Kangding Ray）、澤井妙治、 

VJ：ジャスティーヌ・エマール 

東京、パリを拠点として活躍する音楽家渋谷慶一郎とサウンドインタラクションの可能性を追求し、

海外で評価を受ける澤井妙治、フランス生まれドイツ在住で世界的に活躍するダヴィッド・ルテリエ

の 3 名が奇跡的に東京に集結、さらに映像表現はフランスのメディアアーティスト、ジャスティーヌ・

エマールを迎え、MAT でしか見られない一夜限りのセッションとなった。すべてがライブ音源で構

成、演奏され、二度と同じセットを再現するのが不可能なライブインスタレーションとなり、音楽の持

つ多様性、独自性にアプローチ。海外のアーティストが日本を訪れ、日本人アーティストとの人的

交流を通して“日本の今”を伝える文化への関心や理解を深める機会を創出した。 
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▼体験者の感想 

・UNSOUND INTERACTIVE LIVE では、選ぶ楽しみがあって面白かった。 

・冒頭の説明を聞きそびれたため、プログラムを理解するのに時間がかかった。 

・会場の観客が参加できる仕掛けが良かった。 

・外国人の観客も多く、交流ができたのが楽しかった。 

・ライブでの実体験と展示が組み合わさっていて良かった。 

・夜景が見渡せる舞台で、テクノロジーとアート性が融合したライブには未来感があり、今の日本

を象徴するコンテンツのように感じた。 

 

▼改善点 

・アプリの開発など、リアルタイムに音が流れる仕組みづくり 

・ラジオデバイスの音質向上 

・各自が所有するスマートフォンを使って、気軽に参加ができるようにする 

・各国の多様性を反映したコンテンツ（主要言語による DJ など） 

・よりリアルタイムな演出 

・デバイスの使い方の簡易化 

・携帯性の向上 

 

▼出演者ヒアリング 

 

 

 

 

 

 

◆ライブパフォーマンスの可能性、発展性 

過去には UNSOUND INTERACTIVE LIVE を 4 名のサウンドアーティスト×4 名の VJ でライブを

実施。アーティストの人数が多いほど組み合わせの数も増え、バリエーションが広がり多様性を実

現。また観客自身が何かを発信できる仕掛けを今後作ることで、今まで一方通行であったライブを、

より双方向に楽しむことができる。テクノロジーやデバイスを活用することで、参加性を高め、観客の

クリエィティブ意識を高めるうえで効果がある。 

 

◆あらゆる人が楽しめる未来のエンターテイメントのあり方 

大勢の人が集まることで、規模をいかしたパフォーマンスができるようになる。例えば、複数の DJ・

VJ のうち一人は世界とつながっているなど、世界中から場所を問わず参加することができる。観客

もスタジアムに行かなくても遠隔で家からも参加することも可能。テクノロジーを駆使することで場所

を問わず楽しむことができる。また、チャンネルを変えなくても、自分のいる位置によって違う音が聞

こえてくるなど、多様な楽しみ方を同じ場所で共有することができる。あらゆる人が、同じ環境で、多

 

出演者プロフィール 
久野ギル 
アメリカと日本を拠点とし、国際的にアート／音楽／パフォーマンス活動を繰り広げる。
文化庁メディア芸術祭、アルス・エレクトロニカ他、受賞歴多数。 
今年の MAT ではオープニングイベントで Unsound Interactive Live をプロデュース。 
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様性に満ちた楽しみ方ができるのではないか。 

 

◆2020 年、オリンピック・パラリンピックに向けて実現したいこと 

3 年後という十分な開発期間があれば、アプリケーションを活用することでもっと先のことができる。

今回、iPhone を使用することも検討したが、エンコードがずれるため、音がずれる課題があった。そ

のため今回のパフォーマンスでは、アナログだけれども、ラジオを使うことで音のズレを防ぎ、臨場

感のあるライブを実現した。ほとんどの人がスマートフォンなどのデバイスを所有しているので、今

後は、観客のインプットも取り入れ、レシーバだけでなく発信できるようにすることで、よりインタラク

ティブな音づくりを実現できる。ビートという軸をもちながら、観客も自由に参加し、一体感をうむパ

フォーマンスを実現してみたい。 

 

◆オリンピック・パラリンピックの成功向け、アートとテクノロジーが果たす役割とは？ 

新しい技術の登場によって、アーティストの創造の幅が広がり、アートの進化に役立つ。 

例えば、データアートの先駆者であるアーロン・コブリンは、クラウド・ソーシングで集約された 172 カ国、

25 万人のファンが描いた描画をつなげてミュージックビデオを作成。アーティストが枠を作ることで、一

般の人もクリエィティブに参加ができるようになる。 

 

取組み内容② 

トークセッションⅠ「アーティストにとってのテクノロジー」」 取組み内容② 

▼登壇者 

落合陽一氏（メディアアーティスト/筑波大学助教） 

八谷和彦氏（メディアアーティスト/東京芸術大学美術学部先端芸術表現科准教授） 

司会：岩渕貞哉氏（美術手帖編集長） 

 

▼トークセッション概要  先進性   文化発信   バリアフリー  

ポストペット開発等で有名な八谷和彦と現代の魔法使い落合陽一の新旧メディアアーティストを

迎え、「アーティストにとってのテクノロジーとは？」「テクノロジーアートとは何か？」をテーマにした

トークセッション。2020 年、またそれ以降を見据えたテクノロジーアートの社会的認知、発展の可能

性を美術手帖編集長岩渕貞哉がアート文脈からモデレートした。 

 

▼2020 年に向けたアイデア 

◆2020 年のオリンピック・パラリンピックで、アートとテクノロジーが果たす役割は？ 

落合氏： 

今までテクノロジーとはその希少性から皆が使えるものでなくてはいけなかった。一方メディア

アートをやる時に面白いのは、美術品であるため、希少性があるテクノロジーを使って作品を作っ

てもいい。つまり一作品の為に作った超高精細の画像を使った作品を売っても良い。一方、人間

が例えば身体障害があった時にその人の為だけのテクノロジーを発明するコストは今までものすご

く高かった、それがコンピューターサイエンスの発展によって比較的安価で可能になってきた。写

真を撮るために写真屋さんのおじさんが来るようにあなたの足を直すためだけに情報科学者が来
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て採寸から計算から全部やってくれるようになる。 

これはとてもポジティブな事と捉えている。ユニバーサルデザインの概念が変わっていく可能性を

大いに秘めていると思う。少なくともオリンピックにはそうなってほしいと願っている。 

 

八谷氏： 

2020 年はすぐ来るのでそれをゴールにするのではない方が良いと考えている。 

2020 までの文化イヤーでたくさん予算を付けて、若い人たちが色んなヘンなモノを作れるように

するといいと思う。また、パーソナライズデザインの話が出ましたが、３D プリンティング等の技術革

新によって身障者用だけでなく技術が社会的にインストールされていく動きを 2020 五輪以降も続

けていく事が大事。 

 

◆お二人のアンビション（未来に向けて挑戦したいこと）は？ 

落合氏： 

非言語的なコミュニケーションスタイルに非常に興味がある。 

インスタレーション等をやっているので畑違いのミュージシャンや建築家等とのコラボレーションを

増やしていきたい。 

 

八谷氏： 

過去の作品（ポストペット等）を現代的にメンテナンスすることをやっている。 

また、メディアアート全体に関しては、キュレーターはいるがそれをアーカイブして評論していく作

業をやっていきたい。積み重なっていく事で分かることが多分にあると思う。 

 

トークセッションⅡ「見えない関係性を見えるようにする」 

▼登壇者 

田川欣哉氏 (Takram) 

脇田玲氏（慶應大学教授） 

司会：若林恵氏（WIRED 編集長） 

 

▼トークセッション概要  先進性   文化発信   多言語  

「見えない関係性を見えるようにする」をテーマにデザインイノベーションファーム Takram 田川欣

哉、慶應大学教授脇田玲を迎えたトークセッション。ビッグデータ解析等計算、分析されたデータ

をヴィジュアライズした作品や、おもてなしをテクノロジーアートで解釈、表現した作品等の説明、作

品に込めた思いを通して、来たる 2020 年へ向けた多言語対応やデータの活用、表現手法等、問

題解決のヒントについて WIRED 日本版編集長若林恵が探っていく。 

 

▼2020 年に向けたアイデア 

◆2020 年のオリンピック・パラリンピックで、アートとテクノロジーが果たす役割は？ 

2020 年はもうすぐなのですが、実現が射程に入ってきているのは翻訳技術だと思う。Google 翻訳

もここ数年ですごく良くなったし、進化でいうとすごいが、ウェアラブルとかで何の違和感もなく異国

間の人々が母国語のように会話できているかというと、そこまでは行っていない。裏側のシステムは
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良い所まで行っているがそれが社会に投入された時、つまり普通の生活に入っていった時に言語

のノーマライゼーションをデザインするのはこれからの課題である。そこにテクノロジーとかデザイン

とかアートというものがどんどん入っていく事が重要であると考える。オリンピックの時に、外国人が

不思議の国「ジャパン」に来たら皆ウェアラブルの端末を付けていて、様々な言語を母国語のように

操っている、そんな状況が生まれると非常に面白い。 

 

◆テクノロジーを介した未来のバリアフリーとは？ 

昨今のテクノロジーの進化によってヘッドマウントディスプレイ等視覚のハックに関しては驚くほど

進化をしている。今懸念しているのが、近い将来「視覚疲れ」が蔓延していくのではないかという点。

そのような状況もあり、バリアフリーの意味でも視覚と他の感覚器を含めた研究が進んでいくのでは

ないかと考える。 

 

 

◆テクノロジーによる多言語対応やおもてなしの可能性 

今回 Takram では「Omotenashi Mask（※）」という作品を出展しているが、元々の発想の起点は、

「どうやったらわれわれ日本人はオリンピックを乗り切れるのか？」という課題にアプローチしたもの。

双方の「なまり」のチューニングをすることにより、異国間のコミュニケーションのレベルが上がるとい

う事をシュミレーションした作品である。既存のテクノロジーにアートやデザインを加えることにより、

よりユーモラスに伝わり、表現の多様性を掲示できることは重要であると考える。 

※Omotenashi Mask 

運転手と外国人観光客」という 2020 年に典型的な会話を舞台に、これらのテクノロジーがコミ 2020 年

東京オリンピックへ向けて、「おもてなし」のスローガンのもと、サービス業を中心に英語コミュニケーショ

ンを奨励する日本。Omotenashi Mask は、現在広く使われているテクノロジーを使うことで、異文化間の

コミュニケーションがどのようにサポートされ、また変質させられるのかを探るプロジェクトです。スマホア

プリなどに組み込まれているテキスト読み上げ機能を異言語間で使うことにより実現される「訛りトランス

ファー」、顔交換アルゴリズムを使って対話相手に対してストレスの少ない顔を作り出す「おもてなしマス

ク」。展示では、「タクシーュニケーションに及ぼす影響やその可能性を表現しています。 

 

 

▼ウェブアーカイブの公開 

トークイベントの内容は、最新のテクノロジーニュースを発信するメディア『WIRED』とコラボレー

ションし、Web 上でアーカイブとして公開。世界中からオンラインでアクセスを可能にし、より多くの

人が、テクノロジーを創造的に使うアイデアや知見を広く公開した。 

 

取組み内容③ 

UD トーク 音声認識＋音声合成機能を使った視覚聴覚バリアフリー  

 

▼プログラムの概要  バリアフリー   多言語対応  

トークセッションの内容は、音声認識＋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。登壇者の話

をリアルタイムに文字化し、モニターとグラスディスプレイに掲出。

聴覚障害を持たれている方にも先端テクノロジーとアートの世界
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に触れていただけるようにした。また外国人の観覧者に翻訳付きの iPad を渡し、英語への自動翻

訳による効果を検証した。 

 

▼聴覚に障害のある方へのヒアリング（6 名が参加） 

Q1.リアルタイム字幕の感想や改善点などございましたらお知らせください。 

・リアルタイム字幕があることで、トークイベントに足を運ぶきっかけになった。 

・予測不能なトークセッションでも誤変換が少なくほぼ解読できた事に驚いています！ 

・モニターが至近距離で目上にあったため首が疲れた。会場のレイアウトには改善が必要。 
 

Q2. グラスディスプレイをお使いになられた方は、感想や改善点などお教えください。 

・従来より軽量化され負担が少なくなった。 

・文字がクリアで見やすい。 
 

Q3.作品の展示方法について、改善点がございましたらお教えください。 

・美しくダイナミックでしたが、視聴覚障害者のための情報保障、例えば点字での解説、手話によ

るビデオ映像、音を見える化した展示方法を工夫して欲しい。 

・何も知らずに見るよりは、多角的に作品を見ることができたので有意義なセッションだった。 
 

Q4.テクノロジーを活用したバリアフリーの実現に向けて、改善点をお教えください。  

・バリアフリー化する事で、かたやバリアを生む領域があるかどうかの検証もしてもらいたい。 
 

▼外国人参加者へのヒアリング（１名が参加） 

・翻訳で全てがわかるわけではないが、両方の言語を見ることで部分的に曖昧だったところが埋

まってよかったです。 

 

▼UD トーク開発者ヒアリング  

 

 

 

 

 

◆ UD トークを活用したトークセッションの感想 

・トークショーの前に UD トークの説明をすることで、見る側にも心構えができ、音の誤認識が発生

した場合も意味を理解しやすくなる。 

・字幕があることによって来ることができた。事前に UD トークの導入を告知したことで、聴覚障害

の方も自発的に参加をするきっかけとなった。会場に足を運ぶまでのハードルが高い。 

・専門用語の事前登録は必要。文字修正に関しては、予備知識のある関係者の人がタイピング

することで専門用語にも対応できる。 

・今回のトークショーでは、字幕を表示するデバイスを 4 種（モニター・グラスディスプレイ・スマート

フォン・iPad）したが、各自見やすいデバイスを自分で選択していたので、多様な選択ができるよう

にしておくことが大切。 

 

開発者プロフィール 
青木 秀仁 
Shamrock Records（シャムロック・レコード）株式会社 代表取締役。フリーランスの
エンジニア兼プロミュージシャンとして活躍。2011 年、Shamrock Records 株式会社を
設立。コミュニケーション支援・会話の見える化アプリ「UD トーク」の他、音声認識筆
談アプリ「UD 手書き」、ハンズフリー＆かんたんカメラアプリ「声シャッター」、
EVERNOTE 関連ツール「MoveEver2」他の開発を行なう。 
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◆改善点 

・モニターは、登壇者とモニターが重なるように配置する工夫が必要。 

・聴覚障害者席を作るのではなく、座る場所も自由に選べるようにする。全体が見える後ろの席の

方が理解しやすい傾向がある。 

 

◆UD トークの可能性、発展性 

・アンケートの中にも複数の人が同時に話した際にわかりづらいとのコメントがあったが、「表現」を

伝えるのか「情報」を伝えるのか使い分けが必要。技術的には色やフォントを使い分けることは可能

であるが、トークセッションの場合はフラットに情報を伝える必要がある。演劇での字幕の場合は、

文字の色を変えたりして話者がわかるようにしている。 

・複数人の声を分離する技術は基礎研究が進めば取り入れることは可能。 

 

◆あらゆる人が楽しめる未来のエンターテイメントのあり方 

・トーク以外にも、展示物でもビーコンを使った文字の読み上げなど応用ができると、聴覚障害者

も楽しめる。ビーコンはイベントごとに設置するのではなく、インフラとして会場側が配置しておくと、

使う側も可能性がひろがる。 

・例えば、髪の毛で“音”を感じる、ヘアピン型の装置「ONTENNA（※）」などは、携帯性もあり、聴

覚障害のある方でも音が出る作品に対して認識するのに役立つ。 

※ONTENNA 
Ontenna（オンテナ）は、ヘアピンのように髪の毛に装着し、振動と光によって音の特徴をユーザ

に伝えるデバイスです。30dB〜90dBの音圧を 256段階の振動と光の強さに変換し、音の特徴を伝
達します。音源の鳴動パターンをリアルタイムに変換することで、音のリズムやパターン、大きさを知
覚することができます。 

 

◆多言語対応の可能性 

・外国人観光客は、アプリをインストールしない前提で考えた方が良い。なにかしらインセンティブ

がないとダウンロードしないため、もてなす側がアプリをいれたタブレットを用意しておくことが必

要。 

 

◆2020 年、オリンピック・パラリンピックに向けて実現したいこと 

・スポーツの実況中継は過去にも、ブラインドサッカーや野球で実施した。アナウンサーの実況は、

ほぼ音をひろうことが可能。 

・将来的には字幕をエンターテイメントにしていきたい 

・建物が遺産として残るだけでなく、オリンピック・パラリンピックに向けて開発したテクノロジーが

2020 年以降も実用できるようになっていることが重要。 

 

 

効果と課題 
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本試行プロジェクトの効果を、参加者からのアンケート、聴覚障害者へのヒアリング、参加アーティ

ストや技術者へのヒアリング調査を通して検証した。 

 

効果  

 本試行プロジェクトでは、オリンピック・パラリンピックの演出手法としても注目が高まっているテク

ノロジーを活用した表現技術や、あらゆる人が楽しむためのテクノロジーを使った多言語対応・バリ

アフリー対応を、東京の街を舞台に実体験できる場を創出。多くの人が現実に体験できる機会を

提供し、来場者へのアンケートでも「テクノロジーを用いたアート表現は、2020 年のオリンピック・パ

ラリンピックや、これからの日本にとって重要だと思いますか？」への問いに対して、「有効・やや有

効」の回答率が 97.9％であった。 

 ライブでは、パーソナルデバイスを活用した選択型のライブ形式や観客が参加して音楽を奏で

るパフォーマンスを実施。出演アーティストへのヒアリングでも、個人が所有するスマートフォンへの

アプリケーションのインストールや、位置情報による異なる音声（言語）の配信など、広大な会場で

も多言語ライブは可能とのアイデアがあがった。選べるチャンネルシステムにより、異なる言語でパ

フォーマンスを享受しながら一体感を創出するライブの進化の形を提示した。 

また、観客参加型のライブに対して「また参加したい」との回答が多く、テクノロジーとアートを介し

た演出技法としてオリンピック・パラリンピックでも取り入れて欲しいとの声を頂いた。2020 年に向け

て今後、スマートフォンなどのパーソナルデバイスが普及・進化していくことで、観客とアーティスト

が互いに相互作用するライブの可能性が広がるであろう。 

 トークセッションでは、リアルタイム字幕が導入される旨を Web サイトで事前に告知したことにより、

聴覚に障害のある方が自発的に足を運ぶきっかけとなった。障害者バリアフリーのシステムを導入

するだけでなく、事前にシステムがあることを告知することで、障害者にとって参加することへのバリ

アを取り除き、新たな鑑賞の機会を創出し、文化イベントへの参画機会を拡大させるであろう。 

 

課題 

2020年オリンピック・パラリンピックに向けて、テクノロジーとアートを介して、あらゆる人が享受でき

る未来のエンターテイメントを実現するにあたり、本試行プロジェクトの実施を通して下記の課題が

抽出された。 

 

障害者の文化活動への参加機会拡大 

・聴覚に障害のある方へのアンケート結果から、UD トークを活用したリアルタイム字幕は「役立っ

た」「すこし役立った」との回答が 57.1％であった。内容の理解度に対する質問では「あまり理解で

きなかった」という回答が多かった。トークセッションの内容が専門的であったため、リアルタイム字

幕の精度を上げるとともに、展示物などを通して事前に作品背景や関連技術等を知る場を併設す

ることが必要。 

・アンケート結果から、テクノロジーを用いたアート表現は、2020年のオリンピック・パラリンピックや、

これからの日本にとって重要だと考える方が多く、テクノロジーアートのイベントに対する関心も高

いことがわかった。今後はイベントの告知と合わせて、聴覚に障害のある方に向けてバリアフリー機

能について知らせることで、より幅広い層のイベント参加が促進できる。 

 

多言語対応 
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・多くの外国人客に足を運んでもらうことができ、外国人来場者へのアンケートでもまた参加した

いとの声が多かった。外国人参加者のコメントでは、ロボット技術への期待が高かった。2020 年に

向けて、テクノロジーとアートを掛け合わせ、ジャパンコンテンツの中核に育てることで、海外マー

ケットへの PR 戦略の転換を実現し、インバウンドマーケットの需要拡大が期待される。 

・UD トークによるリアルタイム翻訳機能は、外国人参加者から「あいまいな部分を理解する上で有

効」とのコメントがあったが、アプリケーションをダウンロードするハードルが高く、自発的にダウン

ロードはされない現状を理解した上で、ホスト側が翻訳機能を入れたデバイスを用意しておくことが

必要。 

 

日本文化の魅力発信 

・トークセッションでの登壇者からの発言でもあげられたように、継続的に日本文化の国内外普及

と魅力を発信していくためには、次世代の若手育成が課題。 

 

 

将来計画 

 

提案 1. 

パーソナルデバイスを活用した多様性が共存する参加型ライブ 

本試行プロジェクトではラジオを配布することで、今までは一方通行であったライブに選ぶ楽しみ

を加え、多様性の共存を実現することができた。アーティストが枠組みをつくり、参加者が発信する

楽しみを設けることで、アーティストと観客が共に作り上げていく、より双方向なパフォーマンスを実

施する。また、音を振動に変換する仕組みなど、聴覚障害の方が楽しめる仕掛けを取り入れること

で、言語やあらゆるバリアを越えて楽しめるパフォーマンスを実現していく。 

 

提案 2.  

リアルタイム字幕による障害・世代・言語のバリアフリー実現 

専門領域における特殊言語への対応については改善が必要ではあるが、聴覚障害の方からのヒ

アリングにもあったように、トークの概要を掴むうえで UD トークによるリアルタイム翻訳は有効であっ

た。そしてイベントにリアルタイム翻訳が導入されることで聴覚障害のかたがトークイベントに参加す

るきっかけを生むことで自発的な参加を促進できた。字幕の表示方法に関しては、 

ホログラフィー技術など、どの角度からも字幕が見え、登壇者と字幕が同時に見られるように配置

する工夫が必要である。リアルタイムでのふりがなを付ける機能も備わっているため聴覚障害者だ

けでなく、世代の枠組みを越えて文化交流を実現。また、翻訳機能の精度向上により、多言語翻

訳機能を強化することで、障害者バリアフリーだけではなく言語バリアフリーに対応し、オリンピッ

ク・パラリンピックに向けて増加する多様な国からの訪日観光客に向けて、多くの人が実際に訪れ、

広く目に触れる機会を創出する。 

 

提案 3. 

展示・トーク・ライブの組み合わせによる、より深い文化発信 

ライブやトークセッションの参加者へのアンケートでも、7 割以上の方が、テクノロジーを用いた

アート表現は、2020 年のオリンピック・パラリンピックや、これからの日本の文化発信にとって重要だ
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と思っているという結果が得られた。 

本プロジェクトでは、展示・トーク・ライブの３つの組み合わせによって、見て楽しむこと、アーティ

ストの対話を通して作品背景や技術力を理解すること、臨場感のある体験を同じ空間で共有するこ

とを組み合わせたことで、参加者からもより深い理解を得られたとのコメントを得た。 

今後も 3 つの組み合わせにより、テクノロジーとアートを介した文化の普及、オールジャパンの魅

力発信を行っていくことを目指したい。 

 
以上 
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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 

株式会社ライゾマティクス 

 

実施団体 株式会社ライゾマティクス 

実施時期 2016年 11月～12月 

場 所 東京都 

概 要 日英クリエイターによる国際共同プログラム。東京でクリエイティブ

ワークショップや日英 2 言語で実施するフォーラムを開催。「都市」、

「遊び」、「テクノロジー」をキーワードに、公共空間の新たな活用法、

都市の課題を解決する新たな手法などを創出するとともに、テクノロ

ジーを創造的に使うアイデアが次々と街の中で実現されていくため

の土壌を形成する。 

効果検証方法 ・テクノロジーを活用した新しい都市体験への関心を高める効果 

・日本と海外のクリエイターの交流を促進する効果 

・参加者属性の分析等によりプロジェクトの波及効果を検証 

・参加者の意識の変化、今後の協働意向、国際共同がイノベーション創出

にもたらす効果などを、参加者へのアンケート、聞き取り調査などから分

析 

 

試行プロジェクトの概要 

実施目的 

2020 年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会（以下、オリパラ大会）では、2012 年のロンドン

五輪を超える規模で文化プログラムを展開することが計画されている。ロンドン大会では、多くの市

民が参加できる大規模な文化イベントが、大会開幕前から英国全土の都市の公共空間で展開さ

れた。世界の注目が東京、日本に集まる 2020年も同様に、東京だけでなく日本各地の街の魅力を

クリエイティブなアイデアで国内外の人に発信し、都市とそこで暮らす/訪れる多様な人の新たな関

係性を提示するプロジェクトの実施が望まれる。 

国内外のクリエイティブな視点を取り入れ、都市が持つ文化や歴史などの財産と最新のテクノロ

ジーが融合した新しい都市体験が、2020 年までに東京や日本各地で創出/実装され、そこで暮ら

す/訪れる人により豊かで魅力的な体験を提供できる土壌を形成する。 

 

また、2012 年大会を経験している英国のクリエイターの視点を取り入れることで、2020 年が近づく

につれて一層議論されるだろう公共空間の在り方や、言語、文化慣習を越えてあらゆる人々にとっ

て魅力的な体験の創出についてのアイデアにつなげる。 
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本プロジェクト実施を通して得られる知見を広く共有することで、オリパラ基本方針が掲げる「日本

文化・地域の魅力発信、外国人旅行者の訪日促進・地方誘客拡大、国民総参加、世界中が注目

するコンテンツ発信、共生社会の実現」の推進に貢献する。 

 

取組み内容 

2020年に向け、都市の再開発や先進テクノロジーの実用化が加速する日本。年間 4千万人規模

の訪日外国人観光客を歓迎するには、そうしたインフラ整備と同時に、日本各地の魅力を発信し、

人と人、人と都市のつながりを生み、より豊かで魅力的な体験を提供するクリエイティブなアイデア

の創出が求められる。こうした背景のもと、Playable City Tokyo 2016 プログラムでは、日本と英国の

クリエイター計 13 名のコラボレーションを実現。多様な経歴を持つ国内外のクリエイターの視点を

取り入れて、都市に内在する文化や歴史などの資産と最新テクノロジーが融合した新しい体験を、

言語、文化慣習を越えてあらゆる人々にとって魅力的な形で都市の中に実現することを可能にす

る手法についてリサーチを行った。日本各地の無形・有形文化財に新しい息を吹き込み、街の魅

力をより鮮やかに、体験をより豊かにするクリエイティブなアイデアをいかに創出するか、実践を通

して検証した。 

 

 

<テーマ: Playful Welcome!> 

全世界の注目が、日本に集まる 2020年。実際に来日すると予想される 4千万人の外国人観光客

に加え、世界人口の約半数にのぼるおよそ 36 億人1もの人が、新聞、テレビやインターネットの五

輪関連の報道など、何らかの形で「日本」に触れることになる。日本をより深く知ってもらうこと、魅力

的で心に残る体験を提供し、一過性ではない関係を築くことが求められるなか、クリエイターの優れ

た創造性を取り入れることが、それを実現する新しいアイデアの創出につながるのではないだろう

か。そうした課題設定のもと、「Playful Welcome! （遊び心のある歓迎）」を本事業のテーマとして設

定。「遊び心のある歓迎」には元来日本人が得意としてきた来客を思いやるもてなしや、喜んで受

け入れる歓迎の姿勢に加えて、「一緒に遊びたい」という想いが込められている。「遊び」を通して

人と人、人と都市の間に実感できるつながりがつくられることでより深い関係性が生まれ、心に残る

体験となる。そんな「遊び心のある歓迎」を日本各地で次々と創出、実現するためには、アイデアの

創出はもちろんのこと、訪日外国人観光客だけでなく、日頃から日本で生活する人も、街の中で遊

びに引きこむことのできる仕掛けづくりが必要だ。日英のクリエイターが参加した一週間の国際コラ

ボレーションプログラムを通して、アイデア創出の種や人を遊びに引き込むきっかけなど、「遊び心

のある歓迎」を街で実現するために必要な要件をリサーチした。 

 

 

 

                                               
1 2012 年のロンドン、2016 年のリオ大会の実績に基づく 
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<プログラム> 

①Playable City Tokyo 2016 

クリエイティブラボ 

都市に内在する豊かな有形・無形の文化資産と最新のテクノロジーを融合した新しい都市体験。

人と人、人と都市の間につながりが生まれることで、言語、文化慣習を越えてあらゆる人が、それぞ

れの体験を通して日本の魅力を発見する。そんな体験のアイデアを、ウチだけでなくソトの視点も

意識したクリエイティブな発想で創出し、都市の公共空間で実現するためのヒントや環境整備の課

題抽出を目指した。 

日英のクリエイターが参加する一週間の国際コラボレーションプログラムを通して、ウチ、そしてソ

トの両方の視点を意識しながら、アイデア創出の種や人を

遊びに引き込むきっかけなど、「遊び心のある歓迎」を街

で実現するために必要な要件をリサーチした。 

 

 

 

 

 スケジュール 

11/24（木） オンラインセッション：自己紹介 

12/4（日） ワークショップ：お互いを知り、理解を深め、信頼関係を築く 

12/5（月） フィールドワーク&ワークショップ：都市の公共空間を観察する 

12/6（火） ワークショップ：視点で変わる都市の心理的地理を探検する 

12/7（水） アイデアソン：「遊び心のある歓迎」 

12/8（木） フィールドワーク：東京を探検・観察する 

12/9（金） ワークショップ：「遊び心のある歓迎」のアイデア発展 

12/10（土） テスト：街に出てアイデアを試す 

12/11（日） ワークショップ：チームでプレゼンテーション準備 

フォーラム：「遊び心のある歓迎」アイデアプレゼンテーション 

 

 参加者 

日本から 9 名、英国から 4 名の計 13 名のアーティスト、クリエイターが参加した。 

 

②Playable City Tokyo 2016 フォーラム 

2020 年とその先の、都市の公共空間の在り方と可能性をテーマとしたフォーラムを開催。誰もが

未来の都市形成に参加でき、都市の魅力を体験できる共生社会実現に向けて、Playable City 

Tokyo 2016クリエイティブラボのアウトプットを紹介しながら、クリエイターやテクノロジーの役割につ

いて、参加者と共に議論した。 
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フォーラムの冒頭、ウォーターシェッドのクレア・レ

ディントンが Playable City 立ち上げの背景を紹介。

ライゾマティクスの齋藤精一は、2020年に向けて大

規模な開発やインフラ整備によって今大きく変容

する世界最大の都市東京において、多様な人を

巻き込み、クリエイティブな視点で都市の未来を創

造する Playable City Tokyo の意義を語った。その

後、クリエイティブラボに参加した日英クリエイター

が国際コラボレーションを通して得た、「人」と「遊び」をキーワードにした豊かな都市体験創造のヒ

ントを発表した。プレゼンテーションを受けた終盤のパネルトークでは、齋藤精一、クレア・レディン

トンに加え、日々テクノロジーやモノづくりの最先端に接している TechShop Japan の有坂氏と

『WIRED』日本版の若林氏が、都市におけるアーティストやクリエイター、テクノロジーの役割、更に

2020 年に向け東京、そして日本全国の都市の魅力を世界に伝えるために必要だと考えていること

を、それぞれの視点で提示した。 

 

フォーラムは、あらゆる人が参加できるように、アクセサビリティに配慮した運営を行った。実施事

項は、参加者のニーズに応じて、手話通訳者、要約筆記者、その他アクセス要件に応じた対応が

取れるよう、フォーラム参加申込フォームでのサポート要望聞き取り、要約筆記用投影用の追加ス

クリーンや通訳者の手配である。 

 

③プログラムレポートの公開 

本試行プロジェクトの過程や学びを纏めたプログラムレポートを、PDF 形式、日英二か国語で一

般に公開した。プロジェクトの実施を通して得られた、都市に内在する文化や歴史などの資産と最

新テクノロジーが融合した新しい体験を、言語、文化慣習を越えてあらゆる人々にとって魅力的な

形で都市の中に実現する、クリエイティブなアイデアの創出と実現の促進を後押しするヒントを共有

した。 
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効果と課題 

効果 

本試行プロジェクトの効果を、クリエイティブラボ前後と期間中の日英参加者の変化を、観察およ

び聞き取りインタビュー、フォーラム参加者に対するアンケート調査などを通して検討した。 

 

◆日本の魅力のクリエイティブな発信に向けた機運醸成 

Playable City Tokyo 2016 クリエイティブラボで実現した日英アーティスト、クリエイターのクリエイ

ティブな国際コラボレーションは、次の効果を生んだ。 

 

 セクター横断で多様な背景の人が共同でアイデア創出を行うクリエイティブな協働を実現したこ

とで、個々でアイデア創出を行うよりも発想が広がり、より多くの新しいアイデアが生まれる効果

が確認できた。 

 セクターや分野の垣根を越えた他者との交流機会が少ない日本のアーティスト、クリエイターに

とっては、クリエイティブラボで体験できた活動エリアや作風が異なる人との協働は、各々の捜

索活動の幅を広げる効果を生んだ。 

 都市空間のクリエイティブな活用のアイデア創出活動にアーティスト、クリエイターが参加した効

果として、百人百様のクリエイティブな視点で都市の魅力や特徴をとらえることができた。 

 国際コラボレーションの効果として、社会通念や暗黙知を共有する日本人だけでのアイデア創

出に比べ、より多くの、そして大胆なアイデアが生まれた。 

 海外の人の視点を取り入れることで、日本人が思う日本の魅力と、海外の人にとっての日本の

魅力について、理解が深まる効果があった。 

 母国語や文化的背景が異なる人のクリエイティブな協働を実現したことで、一つ一つの言葉や

考えをきちんと伝えることを意識した丁寧なコミュニケーションが必要になり、それをサポートす

ることで、クリエイティブなコラボレーションを成功に導くために必要な言語力以外に大事な「聞

く」、「信頼関係を築く」などのコミュニケーションスキルを育成する効果があった。 

 海外のアーティスト、クリエイターが日本を訪れ、日本のアーティストやクリエイターと協働する機

会が実現したことで、人的交流を通して文化への関心や理解が深まり、海外のアーティスト、クリ

エイターが日本との将来的なコラボレーションを前向きに検討する効果を生んだ。 

 多様な人のコラボレーションを通して新しい商品やサービスの誕生につながるクリエイティブな

アイデア創出の経験を豊富に持つ英国ウォーターシェッドにファシリテーションを委託したことで、

自由な発想を促し、アイデアを生み出すコラボレーションの鍵となる事項が確認できた。 

 

◆市民を巻き込んだ文化芸術活動への関心の高まり 

本試行プロジェクトで実施した Playable City Tokyo 2016 フォーラムの効果として、2020 年に向け

て、日本の魅力発信について、文化芸術やアーティスト、クリエイターが担う役割について関心を
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高めた。（以下、アンケートの結果より。） 

 

 参加者の所属分布 

公的機関/行政/地方自治体

大学/教育機関/研究

民間企業（都市開発関係/ゼネコン）

民間企業（テクノロジー関係）

民間企業（サービス関係）

民間企業（その他）

デザイナー

記者/ライター

学生  

 2020 年に向けて、市民を巻き込んだ文化芸術活動への期待が高まったか 

大変そう思う/そう思う  81% 

どちらでもない  19% 

そう思わない/全くそう思わない  0% 

 

 2020 年に日本を世界に発信する際に、文化芸術は非常に大事だと思うか 

大変そう思う/そう思う  96% 

どちらでもない  4% 

そう思わない/全くそう思わない  0% 

 

 クリエイティブな発想が人や街の関係性にもたらす効果について、新しい発見・学びがあっ

たか 

大変そう思う/そう思う  100% 

どちらでもない  0% 

そう思わない/全くそう思わない  0% 

 

 2020 年に多くの訪日観光客を歓迎する仕組みづくりにおいて、海外アーティストやクリエイ

ターとのコラボレーションが重要な役割を持っていると考えるか 

大変そう思う/そう思う  88% 

どちらでもない  12% 

そう思わない/全くそう思わない  0% 

 

◆世界のクリエイティブセクターに向けた海外発信 

全世界 100 の国と地域に拠点を持つ英国の公的な国際文化交流機関であるブリティッシュ･カウ

ンシルと、世界中のクリエイティブネットワークと連携しているウォーターシェッドとの協働が実現した
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ことで、本試行プロジェクトを通して提示された日本のクリエイティブなアイデアや都市の魅力を世

界中に発信する効果があった。 

 

＜SNS アカウントを介した発信の一部＞ 

ブリティッシュ・カウンシル英国本部 

アーツ部門 ツイッター 

フォロワー数：40,400 人 

Watershed ツイッター 

フォロワー数：64,200 人 

ブリティッシュ・カウンシル英国本部 

ク リエイティブ ・エコノ ミー部 門  ツイッターフォロワー数：11,100 人 

 

◆日本の魅力を伝える都市体験のアイデア 

本試行プロジェクトで実施した、日本と英国のアーティスト、クリエイター13 名が参加した 8 日間の

クリエイティブラボの効果として、日本の魅力を言語や文化慣習を越えてあらゆる人にとって魅力

的な形で伝える、以下 3 つの都市体験のアイデアの種が創出された。 

 

アイデア① 

東京の街中の至る所で見る、列をなす人々の姿。飲

食店の前、コンビニのレジ、バス停、駅のホーム。決

められた場所にきれいに並び、周囲の人と目を合わ

せず、順番を待つ。日本人には当たり前の光景が、

海外の人の目にはその列が何かのフォルムだったり、

振り付けられた動きだったり、あるいは不思議な儀式

のように映る。そんなソトの視点を取り入れると、並ん

でいる時間の振る舞いを含め、日本の列には独特の

特徴があり、列の存在が都市の風景の一部であることの意識が芽生えた。 

いろいろな人が集まり、何かを待つ「合間」時間を共有する列。都市のあちらこちらに現れる共有

の合間時間を活用できないか。ブレストの過程で、日本の食文化には料理と料理の間に、箸を清

め、気分や雰囲気を変えるための一品が出される「箸

休め」という合間時間が存在することが話題になった。

これをヒントに、列に並ぶ合間時間を、ただ待つだけ

の時間から日常生活の中の「箸休め」の時間として再

定義。列は、都市の中でちょっとした気分転換の機会

を提供し、人と人、人と都市の間に新しい関係性を生

む役割を担うことができるのではないかと考えた。 
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アイデア② 

フィールドワークの観察やワークショップでのディスカッションから、日本人が街の中で知らない人

と話したり、何かを一緒にしたりすることはあまりないという気づきが生まれた。例えば、時間帯に

よっては一度の青信号で 1,000 人以上の歩行者が行き交う渋谷のスクランブル交差点で誰にもぶ

つからないことや、体が密着する超満員の通勤電車に乗っていられることは、海外の人からすると

不思議でしょうがないという。おそらく超過密都市でトラブルを避けて生活するために身につけた術

だが、逆に人と人の間に交流が生まれることを阻む要因となる可能性を認識した。無意識のうちに

慣れてしまっている行動を変え、都市の公共空間で人と人の交流が生まれることを促すアイデアの

ヒントを探った。 

 

お互いを知らない二人をいきなり引き合わせても交流は生まれない。しかし、間に二人に共通す

る「第三のモノ」が入ると、それを介した関係性ができる。日本を訪れる外国人観光客の体験を豊か

にする市民との交流を生むには、関係性をつくる「第三のモノ」が街の公共空間にあると良いので

はないかと考えた。「遊び」が言語や文化的背景が違う多くの人が直感的に関係を持てる「第三の

モノ」になるかリサーチした。 

 

 アイデア③ 

街探検のフィールドワークで観察したことを共有するなかで、店先に「のれん」をかけるのは日本

独自の文化であることがわかった。日本人なら誰もが「営業中」の目印と理解するが、外国人観光

客にはそれが伝わらず、表から中の様子が見えない店舗

は、むしろ閉店中だと解釈するという。伝統的には業種ご

との色分けがあったり、のれんが汚れているのはお店が

繁盛している証とされることもあったりと、さまざまな情報を

凝縮するシンボルであるのれん。日本人が当たり前と考

えている多くの物事において、文化的背景が違うと、その

情報を読み取ることができないことや、誤った理解を生む

可能性があることを認識した。 

 

のれんを歓迎のシンボルとして定着させ、街中の至る所に、大小のリアル、バーチャルのれんを

かけることで視覚的に心からの歓迎を示す。人々が街の中でのれんをくぐる度に、人と都市との直

接的なつながりが生まれる。また、何か困ったときは「いつでも気軽に声をかけてください!」と、心の

歓迎を示すものとして、身に着けられるのれんマークなどがあると、外国人観光客と、日本の市民

の間に交流が生まれるきっかけができる。言語や文化の壁を越えてコミュニケーションをとるために、

交流のきっかけを生むアクションを示す、わかりやすいシンボルを考えた。 
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課題 

2020 年に向けて、日本の魅力発信を、言語や文化慣習を越えてあらゆる人にとって魅力的な形

で伝える新しい都市体験が、日本各地で創出されることを実現するにあたり、本試行プロジェクトの

実施を通して以下の課題が抽出された。 

 

◆日本の魅力を誰にでもわかる形で伝える 

 日本人が日本の歴史や文化慣習について、もっと知識をつける必要がある。 

 海外の人が日本文化のどういう部分に興味を持ち、魅力を感じるかについて、丁寧なコミュ

ニケーションを重ねて理解を深めるための、時間をかけた交流の機会がない。 

 日本国内、また狭いグループの中だけで考えると、日本人にとって「当たり前」なことや、日

本人が「暗黙知」として意識せずに共有している事柄に気が付かず、正しい伝え方ができず、

海外の人に伝わらなかったり、誤った理解をされてしまったりすることがある。 

 

◆新しい体験のアイデアを創出/実現 

 アーティスト、クリエイターの豊かな発想を引き出しながら新しいアイデアや商品・サービスの

誕生を促進するには、セクターや分野の壁を越えたクリエイティブなコラボレーションを促す

スキルを持ち合わせたクリエイティブ・ファシリテーター/クリエイティブ・プロデューサーの役

割が非常に重要だが、そうした人材が日本にはまだ少ない。 

 クリエイティブなアイデア創出のプロセスも、日本人、もしくは社会の多様性を反映していな

い限られた人の視点だけで進めてしまうと、共通する社会通念などが自然と考えを狭め、国

籍や背景に関係なく、あらゆる人にとって豊かな体験を生む、新しいアイデアの創出を阻ん

でしまう。 

 外国人観光客だけでなく、日本で生活する全ての人にとって魅力的な都市体験を通して共

生社会の実現を後押しできるようなアイデアを創出するには、多様な視点からから「なぜ?」と

問うきっかけを作る、海外アーティスト、クリエイターとのコラボレーションや、多様な人の参加

を実現することが必要。 

 アーティスト、クリエイターの自由な発想から生まれるクリエイティブなアイデアは、初めから

ゴール（アウトプットの形）が決められていない環境の方が創出され易いが、初めからアウトカ

ムがわかっていないプロセスに対して時間や資金をかける仕組みが限られている。 

 本試行プロジェクトでも、クリエイティブラボで創出されたアイデアをより発展させ、プロトタイ

プを制作して都市の公共空間における実証実験を行い、より学びを深めたいという想いが

あった。しかし、事前に予算計画に計上できないことに予算をつけることが困難な今回の枠

組みでは、それを断念した。より多くの新しいアイデアやクリエイティブな発想が創出されるこ

とを支援するには、クリエイティブな過程への理解と、アーティストやクリエイターの創造性に

対する信頼を更に高める必要がある。 

 クリエイティブな共同を成功させるには、信頼関係の構築が重要だが、既存のコラボレーショ
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ンプログラムの多くは、そこにかける時間が非常に少ない。 

 異なる言語や多様な文化的背景を持つ人の間のクリエイティブな共同の機会を最大限活か

し、豊かなアイデアの創出をサポートするうえで、「通訳者」の存在が非常に重要であり、クリ

エイティブな環境において、創造活動の邪魔になってしまわず、効果的に通訳の役割を果

たせる人材の育成が必要である。 

 

◆都市の公共空間の利活用 

 多くの都市公共空間が、ハード面、ソフト面ともに、「利用者」の体験よりも、「所有者」や「管

理者」の都合を優先して設計されている。 

 公共空間として認識されている場所でも、「私有地」であることが多く、そうした場所のよりクリ

エイティブな利活用を促進するには、その場所の所有者やステークホルダーの理解と協力

が不可欠となる。 

 テクノロジーを使う都市体験を実現しようとしたとき、公共 Wi-fi の不備がハードルとなる場合

がある。 

 

◆世界へのクリエイティブな日本の発信 

 言語も文化的背景も違う人と、互いの意見や想いをきちんと理解できるコミュニケーションス

キルを習得し、海外発信の自信をつける必要があるが、それを実現する日本のアーティスト、

クリエイターを対象とした機会が少ない。 

 異なった言語や文化の壁があると、海外のアーティストやクリエイターが日本のアーティスト、

クリエイターについてよく知る機会が少なく、日本人とのコラボレーションを検討するきっかけ

が生まれにくい。 

 

将来計画 

本試行プロジェクトの実施の経験を踏まえ、都市が持つ文化や歴史などの財産と最新のテクノロ

ジーが融合した新しい都市体験が、2020 年までに東京や日本各地で実用導入されることを目指し

た今後の将来計画を次のように見据えている。 

 

 クリエイティブな発想で、豊かな都市体験創出を促進する国際コラボレーションの継続した

展開。 

 ワークショップなどの協働プログラムを通して生まれるアイデアの実装。 

 クリエイティブなアイデア創出を促進するファシリテーションスキルを持ったクリエイティブプロ

デューの育成。 

 日本のクリエイティブな魅力の海外発信と海外進出を後押しする、海外アーティスト、クリエイ

ターとの共同の機会創出。 
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７．障がい者・バリアフリー関連 

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 

実施団体 鳥取県 

実施時期 2016年 10月～12月 

場 所 鳥取県 

概 要 障がい者の芸術文化活動の振興を目的とした「2020年東京オリンピッ

ク・パラリンピックに向けた障がい者の芸術文化活動推進知事連盟」

の取組みと連動し、「障がい者アートフェスタ 2016」を開催。障がい

者アートの発表、講演会、パネルディスカッション等を通して障がい

者への理解・関心を深める。 

効果検証方法 ・障がい者の芸術文化活動の成果を発表する機会を通して、芸術文化活

動に取り組む新たな障がい者を増やし、障がい者の自立と社会参加を促

進させる効果。 

・障がい者への理解促進を図り、お互いを尊重して支え合いながら生きて

いく共生社会の実現に寄与する効果。 

・来場者数カウントや来場者へのアンケート調査等を実施し、観覧によって

どのような意識変化が起きたのか、来場を増やすための事業のあり方など

の効果検証を行う。 

 

試行プロジェクトの概要 

実施目的 

知事連盟が行う障がい者の芸術文化振興の取組のキックオフイベントとして、「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」を開催し、開催に当たり、本試行

プロジェクトとして、障がい者（団体）（プロを含む）の舞台発表や作品展示事業、オリンピック・

パラリンピックＰＲ事業、障がい者配慮の取組（手話通訳等）及び障がい理解のための事業（講

演会等）等を行う。 
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取組み内容 
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効果と課題 

効果  

 アンケートを集計した結果、約９割の参加者が試行プロジェクトに対して「満足」又は「やや満足」

と回答し、9 割以上の参加者が障がい者アートのイベントに今後も参加したいと回答、6 割以上の

参加者が、試行プロジェクトを通して、「障がいへの理解、共生社会実現への意識が向上した」と回

答した。 

 今回実施した事業は、知事連盟が行う障がい者の芸術文化振興の取組のキックオフイベントと

して実施しており、知事連盟に加盟する多くの都道府県から選抜された卓越したパフォーマンスや、

各都道府県が実施している作品展で受賞した魅力的な作品等を一堂に展示したことが、参加者の

満足度の高さに表れたものと考えられる。 

 また、障がいのあるなしや国籍等に関わらず、人間誰もが持っている自由な感性を呼び覚まし

てくれる力がある芸術文化をテーマとし、その中で全国及び海外の多様な舞台芸術や芸術文化作

品に触れるとともに、障がい理解に関する講演会や障がい者アートに関するパネルディスカッショ

ンで学ぶことで、障がいへの理解、共生社会の実現等への意識向上につながったものと考えられ

る。 

さらには、障がい者による舞台芸術の発表、芸術文化作品の展示、講演会、パネルディスカッ

ション、障がいのあるプロのコンサート及びスポーツレクリエーションの体験コーナー等の様々な

ジャンルの事業を行うとともに、障がい者へ配慮した取組を実施し、障がいのあるなしに関わらず、

誰もが楽しむことができる内容としたことで、満足度向上や今後の障がい者アートのイベントへの参

加意志向上が図られた。また、障がい者による舞台発表や講演会、パネルディスカッションを実施

した国際会議室前に設置したオリンピック・パラリンピックＰＲコーナーに多くの来場者を呼び込み、

参画プログラム等を紹介すること、多様な参加者で構成される同プロジェクトの中に、パラリンピック

の競技種目であるボッチャ等を体験できるスポーツレクリエーションコーナーを設置し、誰もが参加

し楽しむことができる同プロジェクトとオリンピック・パラリンピックを関連付けること等により、オリン

ピック・パラリンピックには、アスリートだけでなく、誰もが参加することができるという意識の形成につ

ながった。 

＜障がい者へ配慮した取組とその効果・課題等＞ 

 ○手話通訳及び要約筆記の実施 

   聴覚障がい者のために、手話通訳及び要約筆記を行った。 

 ○音声ガイドの実施 

   視覚障がい者のために、受信機のイヤホンを介して音声で舞台の様子等を解説する音声

ガイドを行った。音声ガイドの実施に当たっては、リアルタイムで情報を伝達する必要があるこ

とから、舞台等の内容に関する事前の情報収集や高度な技術を要するため、人材育成やこ

のシステムの普及等が今後の課題と考えられる。 

 ○当日プログラム等の資料へのＳＰコード 

   視覚障がい者のために、専用の装置で二次元コードを読み取ることで、資料の文字情報を
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音声に変換するＳＰコードを当日プログラム等の資料へ掲載した。読み取り装置やこのような

仕組みのさらなる普及が今後の課題と考えられる。 

 ○車いす席等の確保 

   会場に、車いす席や聴覚障がい者の優先席（手話通訳、要約筆記が見やすい席）を確保

した。特に、多目的ホールにおいては、約 2，000 席ある座席のうち、約２３０席（可動席）分を

平土間とし、大部分を障がい者や高齢者のための優先席等に活用した。 

 ○インターネットによる生中継 

   重度の障がいがあること等の理由により、会場に来ることができない方のために、インター

ネットによる生中継を実施した。 

 ○重度の障がい者のための専属介助スタッフの配置 

   重度の障がい者のために、来場中、常に、1 対 1 で同行する専属の介助スタッフを配置し

た。 

 ○救護室の設置 

   重度の障がいがある方でも安心して来場していただくことができるよう、障がい者対応に慣

れている看護師を配置した救護室を設置した。 

 

 その他、障がい者スポーツを体験できるスポーツレクリエーションの実施や障がい者の芸術文

化活動の発表、講演会等を通して障がい者への理解・関心を深めることにより、特に東京パラリン

ピックへの関心を喚起し、機運醸成を図った。 

 さらには、幅広い世代が来場するとともに、国内外各地からの出演及び出展、ボランティアの活

用などを通して、多様な参加が図られたことから、より広い参加者に今後各地で展開される東京オ

リンピック・パラリンピックに向けたアクションへの参画のきっかけを与えられた。 
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＜試行プロジェクトの効果＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題 

アンケートの結果、チラシ、新聞、ホームページ等から情報を得て参加した来場者が約半

数を占める一方、家族、友人など、関係者の紹介を通じて参加した来場者も 4 割近くとなっ

た。 

関係者の紹介を通じて参加した来場者の割合が高くなった要因としては、鳥取県ではこれ

誰もが参加し、体験し、感じる 
（障がい者へ配慮した取組の実施 等） 

共生社会実現

への意識向上 
 

（６割以上が意識向上） 

事後のイベント

への参加意志 

＜ｱｸｼｮﾝの広がり＞ 

（９割以上が参加意志） 

 

誰もが参加し、楽しむことができる

オリンピック・パラリンピックへ 

レガシー：共生社会の実現へ 
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まで以下のような取組が行われ、障がい者アートが広く普及していること、また、県内の障がい

福祉サービス事業所等の関係施設へ個別にポスター、チラシを配布して事業実施をＰＲした

ことが挙げられる。その他、今まで障がい者アートに関わったことがない方や自宅にいらっしゃ

る障がい者にも参加していただくため、県内の全戸に配布する「県政だより」に特集を組んだり、

住民にとって最も身近な地域活動の拠点である県内の全公民館にポスター、チラシを配布し

て事業実施をＰＲすることで、一層の浸透を図った。 

 

○第 14 回全国障がい者芸術・文化祭とっとり大会（以下「全国大会」という。）の

開催（平成 26年度） 

  過去の大会では③日間程度の開催であったが、この全国大会では、約 4 ヶ月間にわた

り 24 のイベントを実施し、県外や海外含め延べ 4 万人以上が参加した。また、県内市町

をはじめとした関係団体等によるものを含め、約 100 の障がい者アート関連イベントを実

施した。 

  また、全国大会では初となる秋篠宮妃殿下・佳子内親王殿下にも御臨席いただくなど、

障がい者と健常者との交流が盛んに行われ、相互理解が深まり、障がいのあるなしに関

わらずお互いを尊重して支え合いながら生きていく共生社会を実現する道が開かれた。 

○鳥取県障がい者舞台芸術祭「あいサポート・アートとっとり祭」開催（平成 27年

度以降） 

  30 を超える県内の障がい者（団体）による舞台発表をはじめとした事業を実施。障がい

理解を進める講演会の実施や、アート体験コーナーやバリアフリー映画も併せて実施。

全国大会の舞台発表部門のレガシーの一つ。 

○鳥取県障がい者芸術・文化作品展「あいサポート・アートとっとり展」の開催（平

成 27年度以降） 

  県内の障がい者によるアート作品を募集し、県内３箇所で展覧会を開催。平成 27 年度

は 346 作品、平成 28 年度は 479 作品が集まり、美術館で全点展示をすることで、制作し

た障がい者のやる気や生きがいづくりに繫がっている。全国大会の作品展示部門のレガ

シーの一つ。 

【参考（アンケート結果）】 

 回答者数：１１３ 

○満足度 

1 満足 81 

2 やや満足 20 

3 ふつう 4 

4 やや不満 5 

5 不満 1 

6 未回答 2 
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 ○今後の障がい者アートイベントへの参加意志 

1 ぜひ参加したい 74 

2 まあ参加したい 31 

3 あまり参加したくない 4 

4 参加したくない 0 

5 未回答 4 

 

 

 ○参加後の自身の変化 

1 興味がわいた 20 

2 特に変化なし 10 

3 

障がいへの理解、共生社

会実現への意識が向上し

た 

72 

4 その他  7 

5 未回答 7 

   ※複数回答あり 

 

このような障がい者の芸術文化に関する取組は、継続的に実施することで芸術文化活動に

新たに取り組む障がい者の増加が図られ、障がい者の自立と社会参加が促進されるとともに、

健常者の障がい理解促進にもつながり、障がいのあるなしに関わらず、お互いを尊重して支

え合いながら生きていく共生社会の実現につながるものである。 

なお、来場者の約 9 割が当該事業について、「満足」又は「やや満足」と回答していることか

ら、特に、これまで障がい者アートに関わったことがない者等の参加を掘り起こすことでより高

い効果が得られると考えられる。 

また、全国的に各自治体の財政等が厳しい中、知事連盟加盟自治体が障がい者の芸術文

化活動を振興事業の予算及び人員をいかに確保していくかが課題となる。 

超党派の国会議員連盟である「2020 年東京オリンピック・パラリンピックに向けた障害者の

芸術文化振興議員連盟」が障害者文化芸術推進法案を作成し、成立に向けた活動が行われ

る中、今後、さらに国レベルで機運が高まり、国による予算化等が進めば、障がい者の芸術文

化振興の取組の全国への拡大が期待される。 
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【参考（アンケート結果）】 

 回答者数：１１３ 

○イベントの情報元 

1 チラシ 22 

2 新聞 19 

3 フリーペーパーなど雑誌 7 

4 ホームページ 6 

5 ソーシャルネットワーク 1 

6 テレビニュース・CM 17 

7 
家族・友人・職場の人からの紹

介 
46 

8 その他 18 

  ※複数回答あり 

 

将来計画 

   鳥取県で開催するキックオフイベントを皮切りに、知事連盟加入都道府県において、2020 年

東京オリンピック・パラリンピックに向けて、聖火リレーのように知事連盟加盟都道府県が連携

したイベント（舞台芸術祭や、アール・ブリュットなどをはじめとした美術作品展を全国持ち回り

開催）を開催したり、各都道府県の障がい者芸術文化振興施策のブラッシュアップを行い、

2020 年には全国各地で障がい者芸術文化の取組が花開き、2020 年終了後も全国各地で障

がい者芸術文化が継続され、東京オリンピック・パラリンピックのレガシーとして語り続けること

を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上

－312－



 
 

 

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（株式会社ワコールアートセンター） 

 

実施団体 スロームーブメント実行委員会 

実施時期 2016年 9月～12月 

場 所 東京都、神奈川県、静岡県、大阪府 

概 要 ロンドン大会では、障がい者アーティストに焦点を当てた文化プログ

ラム等の社会的インパクトが認められている。大会成功に欠かせない

要素の１つである、障がい者パフォーマーやアーティスト等の育成と

環境整備に向け、ワークショップや人材育成を行い、パフォーマンス

を通じて検証し、その成果を映像などを通じて発信する。 

効果検証方法 ・障がい者パフォーマー、パフォーマンス支援ができる人材の育成。また、

支援人材育成方法を確立する。 

・障がい者パフォーマーの育成と環境整備の必要性を一般市民に訴求す

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。 

 

試行プロジェクトの概要 

実施背景・目的 

2012 年に開催されたオリンピック・パラリンピックロンドン大会では、パラリンピアンの活躍はもちろ

ん、障がいのある演出家が芸術監督を務め、大勢の障がい者パフォーマーが出演したパラリンピッ

ク開会式や文化プログラムなどが市民の障がいに対する意識を大きく変えたとされる。一方で日本

の状況を見ると、パラスポーツへの支援や関心は高まっているものの、障がい者パフォーマーや

アーティスト等の育成と環境整備は遅れている。 

スロームーブメント実行委員会は、障がいのある人とない人が共同創作するワークショップを実施

するなどして、これまでに経験やノウハウを蓄積してきた。これらの活動を通じて新たな人材が発掘

され、高い質を追求するパフォーマンスを目指せる環境が整いつつある。 

 本プロジェクトは、これまでの知識と経験を生かし、今後多くの障がい者パフォーマーを育成する

ためのトレーニングメソッドと彼らの育成に欠かせない支援人材養成メソッドの開発を行い、今後本

格的に展開するトレーニングプログラムの基盤をつくることを目的としたものである。具体的には、

障がいのあるパフォーマー育成のトレーニングメソッドと彼らの創造活動を支える人材の養成メソッ

ドの開発、障がいのあるパフォーマーの出演するパフォーマンス開催を実施する。 

 今後、このトレーニングや養成講座を発展・継続させ、2020 年に向けて障がい者の舞台芸術や

表現活動の環境を向上させ、文化プログラムやオリンピック・パラリンピック開閉会式等で優れたパ

フォーマンスを発表し、社会の意識変革をもたらしたい。また、2020 年以降もこれらのトレーニング

や人材育成のメソッド、仕組みがレガシーとして社会に根付き、障がいの有無に関わらず多様な

人々がお互いを補い合いながら生きていける共創社会の実現を目指して取り組んだ。 
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取組み内容 

① インクルシブダンス2のワークショップ 全 10 回 

［実施目的］  

・ 障がい者パフォーマーの発掘と育成 

・ アカンパニストとアクセスコーディネーターの発掘と育成 

・ パフォーマーの技術や表現力を伸ばすために有効な方法

を探るためのダンスや身体表現の実践を通じたメソッド開発 

［実施内容］  

チラシ配布、ホームページ等での公募を通じて、障がい種別の異なる障がい者や健常者、5 歳〜

50 代までの幅広い一般市民と、障がいのある人のパフォーマンスを支えるアカンパニスト、アクセス

コーディネーターの候補生を迎え、振付家・ダンサー、サーカスアーティストの講師によるワーク

ショップを 10回行った。障がい者 13名と健常者 5名、アカンパニスト候補生 4名、アクセスコーディ

ネーター候補生 1 名が参加した。 

 

② エアリアル（空中芸）3ワークショップ 全 3 回  

［実施目的］  

・よりハイレベルな表現の検討 

・2020 年の開閉会式を見据えた先行開発 

 2012 年ロンドンパラリンピック開会式のパフォーマンス

のために、短期間で多くの障がいのある人々がパフォー

マーとして育成されたが、その中心にエアリアルトレーニ

ングがあった。それは単に空中パフォーマンスをセレモニーの中でやるだけでなく、通常の生活と

は異なる場所や身体の使い方を体験することで新たなことにチャレンジする機会を作るためであっ

た。本ワークショップでは、今後エアリアルトレーニングを定期的に開催していくための指導者やサ

ポートする人材を育成するために開催した。障がい者 2 名、エアリアルワークショップ指導者候補 3

名、アカンパニスト候補生 3 名、アクセスコーディネーター 1 名、トレーナー 2 名、舞台技術者 3

名が参加した。 

［実施内容］ 

ソチオリンピック開会式のエアリアルを指導したエアリアルパフォーマー・指導者および国際基準

の認可をもつエアリアル装置の技術者をフランスから招聘し、下記のワークショップを行った。 

・吊り具の取り付け方、扱い方、安全確認の方法、メンテナンス方法の指導、体験実習。 

・ブランコ、ティシューなどのエアリアルの道具を使って、それぞれのエアリアルを体験しながら、指

導についての説明、実習。 

                                               
2 障がいの有無、国籍、年代、性別、職業など様々な違いを超えて、多様な人々が関わるダンス 
3 サーカス表現のひとつで、空中で行うブランコ、布などを使った表現方法 
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・肢体障がい者への指導方法の実演。 

 

③ パフォーマンス作品の発表［稽古 4 回 本番 1 回］ 

［実施目的］ 

・外部の人たちに向けた作品制作と発表による成果と課題の検証 

 本プロジェクトで取り組んでいるトレーニングを活かし、障がいの

あるパフォーマーの出演する作品を上演し、パフォーマンスの実践

の場で必要な技術や経験を身につける。 

 

［実施内容］ 

2016 年 12 月にオープンした「新豊洲 Brillia ランニングスタジアム」のオープニングセレモニーで

パフォーマンスを発表した。新豊洲 Brillia ランニングスタジアムは、「誰もがスポーツやアートを楽し

む」ことをコンセプトに、2020年に向けて障がいのあるアスリートの強化訓練や競技用義足の開発、

パフォーマーやダンサーの養成などを行うなど、さまざまな人々が利用できる施設である。 

オープニングセレモニーでは、障がいのあるパフォーマー、アカンパニスト、エアリアルパフォー

マーに加えて、音楽家による生演奏付きでパフォーマンスを披露した。オープニングセレモニーと

いう機会に発表できたことで、多くのオリンピック・パラリンピック関係者に鑑賞してもらえただけでな

く、NHK をはじめ、新聞、スポーツ紙や Yahoo ニュース等の WEB サイト（TV2、新聞 20、雑誌 6、

WEB89、合計 117 件）で取り上げられ、全国に向けて多くのメディアで告知することができた。約

300 名の観客を得た。 

 

④ 身体づくりワークショップ 全 2 回  

［実施目的］ 

・表現の基礎となる身体に焦点を当てたトレーニングの研究 

・トレーニングの本格展開に向けた実証実験 

 2014 年から障がいのある人とない人とでどのような表現が生

み出せるかという実験を重ね、表現方法や体制の面については

ノウハウが蓄積され、安全性を担保しながらもある一定の質の表現がつくれることがわかってきた。

しかし、より表現の幅を広げるためには、個々のパフォーマーの身体の基礎づくりが不可欠である

こともわかった。本ワークショップでは、その身体の基礎をつくるワークショップやトレーニングのメ

ソッドを開発した。 

 

［実施内容］ 

紐やバランスボールなどの道具を使った動きやエクササイズ、身体を使ったゲーム性のあるもの、

参加者の自己紹介で動きを使って自分の名前を伝えるなどのプログラムを提供した。 

ワークショップ参加経験者のみならず、初めての参加者も約半数集まった。また、身体づくりを専
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門とするトレーナーにも参加してもらい、内容に関するフィードバックをもらった。障がい者 13 名、

健常者 14 名、アカンパニスト候補生 3 名、アクセスコーディネーター候補生 1 名、トレーナー 2

名が参加し、障がい者 13 名のうち 2 名、健常者 14 名のうち 11 名が初めての参加者であった。 

 

⑤ 報告会  

障がいのある人の舞台芸術活動に関わる専門家や有識者、オリンピック・パラリンピックなどに関

心のある関係者などを中心に参加をよびかけて報告会を開催した。本プロジェクトで取り組んだそ

れぞれのワークショップ、パフォーマンスの記録をパワーポイントの資料や映像を使って紹介し、本

プロジェクトの成果を検証する機会を設けた。 

 

 

効果と課題 

 

本プロジェクトでは、2020 年東京オリンピック・パラリンピック大会に向けて、文化プログラムや開

閉会式で多くの障がいのあるパフォーマーが活躍し、その経験が 2021 年以降も日本社会でレガ

シーとして根付くことを目的に取り組んだ。 

現在、圧倒的に数が少ない障がいのあるパフォーマーを増やし、彼らが活動できる環境基盤を

安定化させ、全国に普及させていくことを見据え、本プロジェクトの効果と課題を検証した。 

 

効果  

① インクルシブダンスのワークショップ 

・実践を通して、障がい者が参加するワークショップや舞台稽古におけるアカンパニスト、アクセス

コーディネーターの人材の役割や連携のあり方がより明確となった。 

・ワークショップの組み立て方（スケジュールや休憩の取り方など）のノウハウが蓄積され、より効果

的なプログラム運営が可能となってきた。その結果、2020 年に向けてどのような基盤整備を進め

るべきかが見えてきた。 

 

講師の感想 

・障がいの種別だけでなく、それぞれの個性が生かされる表現方法を作り上げていくことが重要で

あると感じた。 

・参加者の技量やモチベーションがさまざまであるが、皆で誰にもできるものを創作していくことを

考えると、作品の質を上げていくことが難しいと感じることがある。身体能力を高める必要もあるの

ではないか。 

・アカンパニストが一緒にワークショップに参加することで、表現の幅やできることが増えていくので

非常に重要であるが、表現者であるのと同じくらいに伴奏者として舞台に立つ意識をアカンパニ

ストが持つことが重要である。 
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参加者の感想 

・ワークショップを通じて単純に技術やテクニックばかりを学ぶのではなく、表現や個性など、それ

ぞれの人の内側から出てくるようなものを表現する方法を探ることができた。（アカンパニスト） 

・障がいのある人のパフォーマンス活動には、身体障がいの方のみで構成されるパフォーマンスグ

ループもあると思うが、いろいろな人々とみんな一緒になってやっている「インクルシブ」なところ

が面白い。健常者ができる動きや発想と、他の方たちが持つ発想力はそれぞれ違う。車いすの

方、ダウン症の方の見方、体の動き方はすべてが違う。それぞれの意見が全部統合されて、どう

いった形でパフォーマンスを作るか、伝えていくか、そういった方法を見つけていける場、皆で何

かを探していく過程がとても大切だと思った。（アカンパニスト候補生） 

・（ダウン症の娘が）昔は物怖じしてやらなかったことも、パフォーマンスだけではなく、全般的な生

活の中でずいぶん積極的に自分の方からいろいろなことができるようになって非常にありがたい。

これからも継続する機会があれば、できるだけいろいろなことにチャレンジさせてもらいたい。（参

加者の父） 

・これまで自分は電動車いすに乗っていて、ほとんど動けないと思っていた。ところが、やってみた

ら、肩が動くようになって、自分の体が動くようになった。ワークショップがあるたびに身体が動く

ようになっていって楽しい。私は参加者の中では一番体は動かないし、自信をなくすこともある。

パフォーマー向きじゃないのかなと思うことも多々あるが、「できない」と思っていた人も私を見て

参加しやすくなると思う。（車いすの参加者） 

 

② エアリアルワークショップ 

・オリンピック・パラリンピックのパフォーマンスに欠かせないエアリアルについて、国際免許を持ち、

オリパラ経験もある海外の専門家から指導を受けることができ、2020 年東京大会でのパフォーマ

ンスへのイメージを持つことができた。今後のトレーニングでも重要な安全確認やメンテナンスな

どについても教わることができた。 

 

講師の感想 

・今回行ったワークショップは初歩の初歩であり、最低限必要な機材や道具を取り入れたものであ

る。エアリアルを行うには、時間をかけてトレーニングすることが必要であり、合わせて安全面へ

の配慮が常に重要である。この初歩のトレーニングを継続していき、次の段階、さらに次の段階

へとステップアップしていくと良い。空中には、地上にない可能性と自由が広がっている。多くの

人に参加してもらいたい。 

参加者の感想 

・ヨーロッパや海外に比べエアリアルトレーニング施設というものもほとんどない日本で、エアリアル

の設備を持ち、障がいのある方が関わることのできるトレーニングを提供できるようになるというこ

とは非常に画期的であると思う。（参加者・サーカスアーティスト） 
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・私は今まで、健常者や専門家としかエアリアルをやってこなかったが、今回、障がいがある方と一

緒にやらせてもらい、その人の表現したいことを助けられるたくさん可能性がエアリアルにあると

思った。（参加者・エアリアルパフォーマー） 

・エアリアルでは、どこの力を抜いてよくてどこの力を入れないといけないかが、まだよくわからな

かったし、短時間のワークショップでは全然コツがつかめなかったので、相当なトレーニングが必

要だと思った。しかし、自分がやったエアリアルトレーニングの動画を SNS で発信したら、普段は

反応のない車いすの人などがやってみたいと言ってくれたので、エアリアルを広く発信していくと、

パフォーマーじゃない人や周りに興味を持つ人が現れてくれるかなと思う。（車いすの参加者） 

 

③ 身体づくりワークショップ 

・ 理学・作業療法の知識のあるスポーツトレーナーのアドバイスをもらうことで、障がい者パフォー

マーの可能性をより広げることができた。 

・ 障がい者を対象としたプログラムは、プログラムの内容の前に実施の前提となる「環境づくり」や

「準備項目」が、大きく成功を左右する。その2点についての設計と実証実験をすることができた

ことで、本格的なトレーニングを開始するにあたっての指針ができた。例えば、告知段階での

「ワークショップ」という言葉と「トレーニング」という言葉の使い分けがもたらす心理的効果、ター

ゲットや目的の設定の仕方など。健常者と異なりひとりひとりが運動能力や可動域が大きく異な

る障がい者を対象とするため、プログラムの内容を変えながら実施と検証を繰り返し、さらにプロ

グラムの内容をブラッシュアップする必要があると感じた。一方で、パフォーマーを目指す人の

ためだけでなく、広く一般の障がい者への健康増進プログラムとしての波及効果も狙えるものだ

とわかった。 

 

講師の感想 

インクルシブダンス、エアリアルのワークショップを経て、誰にでも参加できると同時に表現方法の

スキルや身体能力を高めることのできるワークショップを用意してみたが、新たな人材を発掘した

り、障がいのある人とない人が新たに出会いお互いを知る重要な場を創出したりできることがわ

かった。トレーニングするということを通じて、お互いを支え合うことや理解することなど、共生社会

の基盤というレガシーを地域に残していけると感じた。 

参加者の感想 

・ このワークショップのように楽しみながら体を使うということが非常に大事で、たくさんの仲間やい

ろんな方々と一緒にやるのは、心も体も非常にエネルギーが出てきて、その中で自分の能力を

上げていくというのはとてもいいことだと思う。身体を動かしたことがない、身体を動かすことが苦

手だと思ってしまっている方々に参加してもらい、自分ができなかったことが少しずつできていく、

その過程で自分に自信がついていって、自信と共に表現力とか将来の可能性を見つけるきっ

かけになればよいと思う。そういう人にどんどん参加してほしい。（参加者・トレーナー） 

・ 従来、コミュニティダンス等で使われている手法をとりいれたり、既にあるものを組み合わせたり
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して、よいトレーニングができあがっていた。トレーニングをゼロから立ち上げていくのではなく、

今あるレガシーをいかに応用して工夫するかも重要だと思う。（参加者・舞踊評論家） 

 

④ パフォーマンス作品の発表 

・ 日本初となるエアリアルを取り入れた質の高いパフォーマンスを発表し、多くの文化・スポーツ・

オリパラ関係者に対し従来の障がい者パフォーマンスのイメージを超える取組を印象付けること

ができた。 

出演者の感想 

・今回のパフォーマンスでは、かなり大きな一歩を踏めた。エアリアルの施設、そして障がいのある

方がエアリアルを行い、パフォーマンスをしたということが、日本では、僕が知る限りでは初めて

のことだったと思う。これは大きな成果である。障がいのある人たちの可能性や、パフォーマンス

でこんなことができるということを多くの人に知ってもらうとてもいい機会だった。（サーカスアー

ティスト） 

・大きな空間を大きく使うようなパフォーマンスもあれば、指先だけの動きで見せるような非常に小さ

なパフォーマンスもあって、そこに、アカンパニストたちが入ることで表現の幅がとても広がった。

（サーカスアーティスト） 

 

⑤ 報告会での質疑応答より 

 報告会では、本プロジェクトを生かした今後の展開を示唆していただくような質問や意見をいた

だき、この取組の継続の重要性と方向性を改めて確認することができた。 

 メソッドでは、誰にでも参加できると同時に表現方法のスキルや身体能力を高めることのできる

手法を作り上げることができたので、今後はこれらを生かして、障がい者パフォーマーの裾野を広

げながら、同時に突出した力量とプロを目指すモチベーションのあるパフォーマーの育成の両方が

必要である。同時に、自治体、NPO、福祉団体、芸術団体など、さまざまなセクターの人々と連携し、

成果を全国に普及・共有していくことで、全国に本プロジェクトのレガシーを根付かせたい。 

 

質問： 人材育成という面では、障がい者の社会進出になることと、プロのパフォーマーの育成とい

う異なる 2 種類の育成が考えられると思うが、どちらかに軸足をおいた方がよいのではないか。 

回答： 2014 年のヨコハマ・パラトリエンナーレの時にも同じ議論が出た。文化観光局からはトップレ

ベルの質の高いアーティストが必要と言われ、福祉の分野からは、参加者の裾野を広げてほしいと

いう希望があった。やってみて両方必要だと感じた。目指すべきトップがいないとやってみようという

人が出てこないし、表現者人口が増えないと高い表現も生まれない。両輪が必要だと考えるが、限

られた時間で戦略的に人材育成を行わなければならない。指導者の養成も重要。 

 

質問： 自分たちのプログラム開発にとどまり、各地にこのようなプログラムを増やすことはできてい

ないのではないか。例えば、来年に全国に展開するには、今年のうちに関心を持つ行政に声をか
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けておき、来年度の予算を計上してもらうこともできたのではないか。 

回答： 予算の問題もあり東京でしか行えなかったが、今後は各地でこのプログラムのための予算

確保をしてもらい、講師を派遣したい。また、各自治体からは、障がい者フェスティバルや公演をや

るのでディレクターをしてもらえないかといった依頼が多く、また行政はフェスティバルやパフォーマ

ンスに対して予算を出すが、人材育成という地道な活動に予算を出してくれることが少ないと感じ

ている。そこをどう巻き込んでいくかが課題である。 

 

課題 

 本プロジェクトの効果をさらに高めるためにトレーニングの内容や発表の質をさらに高める必要

があり、成果を全国に普及させる上でも、支援人材の増員や資金調達が大きな課題である。 

［トレーニングメソッド開発についての課題］ 

 障がい者パフォーマー育成のためのトレーニングメソッド開発については、本プロジェクトで「イ

ンクルシブダンス」、「エアリアル」、「身体づくり」と幅広い検討を行うことができたが、トレーニングメ

ソッドを仕組み化するために今後取り組んでいくべき下記の課題も見えてきた。 

 

・自由と規則のバランスの取り方 

障がい者の芸術は、常識や型にはまらない自由な発想から生まれることが多いため、ワークショッ

プでは個人のペースや個性を尊重できる環境や進め方を意識している。一方、スキルアップを目

指すトレーニングの場合は、できることを増やしていくという意味で、規則をつくり守る（できるように

させる）ということが目的に含まれるため、バランスをどの様にすべきか検討が必要である。 

 

・レベル分けによるメリットとデメリットのバランス 

より効果的なトレーニングを設計するには、障がいの種類や程度に応じて細かくクラス分けをする

方が良い。それぞれの能力をグループ化することで、効率よく成果を出せるからである。しかし、レ

ベル分けがない場合の、多様な人が出会う、互いに刺激し合う、支え合う方法を学ぶ機会が失わ

れてしまうことがある。事業全般において、障がいのある人とない人、異なる障がいを持つ人同士が

出会う事が特徴でもあるため、その両方のバランスをどのようにするべきか検討が必要である。 

 

・表現力を高めることと身体をつくることのバランス 

表現力を高めるワークショップと、身体をつくるトレーニングをどう差別化し、効果的なトレーニング

プログラムに落とし込んでいくかはさらなる検討が必要である。 

 

・トレーニングの安全面、指導者について 

一般的なトレーニング以上に安全面への配慮が必要なエアリアルの導入に関しては、管理運営

の仕組みと体制づくりを行う必要がある。特に障がい者も対象にしたエアリアルトレーニングは新た

な試みであり、国内では指導者が不足している。段階的なトレーニングメソッドの開発など、海外か
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らの専門家を招聘することも視野に入れながら検討していく必要がある。 

 

［発表についての課題］ 

 トレーニングと並行して、パフォーマンス作品を発信していくことも、2020 年へ向けた各種関係

者や市民に対する機運醸成のためには不可欠である。また、障がい者パフォーマーにとっても、新

たな可能性に挑戦するモチベーションとなる。しかし、継続的な活動や発表のための資金確保は

大きな課題のひとつである。また、エアリアルを含むより高度な表現を求めていった際、安全を担保

するための知識と技術の向上も、あわせて検討していく必要がある。 

 

［人材についての課題］ 

 2020 年に向けてオリパラ規模のパフォーマンスを目指す中で、講師やアクセスコーディネー

ターやアカンパニスト、サポートスタッフの確保・育成が重要である。本プロジェクトを通してこれらの

人材の役割が明確化したが、人材の数が圧倒的に不足している。また、確保・育成のためには、

「アクセスコーディネーター」、「アカンパニスト」の定義付けや資格化なども必要であり、今後は早

急にこれらの人材の養成に向けた制度の整備を行わなければならない。 

 

[資金の確保に関する課題] 

 今後、トレーニングや支援人材の育成を継続していきたいが、専門人材の人件費をはじめ、あ

らゆる面で活動を支える資金の確保が大きな課題である。今回のプロジェクトを通して、新たなアカ

ンパニストや講師が育っており、彼らがトレーニングを指導していき、事業を拡大してくことが可能で

あるが、そのためには潤沢な資金が必要である。 

 また、これらのプログラムは、どんな人でも参加してもらえるように無料で開催したいと考えている。

同時に、目的が公益的なものであり、事業そのものが金銭的な収益を生み出すものではないため、

プログラムに共感し、その目的や公益性を理解、評価してくれるさまざまなセクターから資金を調達

する必要があると考えている。その資金調達にも専任のスタッフを配置し、労力と経費をかけてい

かなければならない。来年度以降のプログラム継続のために、助成金や補助金の活用、寄付・会

費の仕組みの構築や協賛金獲得の準備なども検討しているが、確実かつ安定的な運営資金を獲

得することが最重要課題となっている。 
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将来計画 

 

 本プロジェクトの成果を踏まえ、トレーニングを継続、普及、改良しながら、2020 年に活躍す

る人材の育成と彼らの育つ土壌を整備し、その仕組みが 2021 年以降のレガシーとなり地域に

根付いていくことを目指して活動を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2017〜2018 年） 2016 年度に開発したトレーニングプログラムを継続して実施していく。短期間

の体験プログラムと継続的参加で高度な表現を目指すプログラム、芸術面での表現力を高めるプ

ログラムと、表現力向上に作用する身体能力そのものを高めるプログラムなどを用意し、全国から

参加者を募る。また、障がい者は常に移動に課題が付きまとうことから、関東以外の全国さまざまな

地域でプログラムが提供できるよう、パートナーとして連携できる自治体や各地の文化施設・団体

等を募りながら、指導者の育成も行う。 

 

（2019〜2020 年） 開会式および各地の文化プログラム等で披露できるパフォーマンスの創作を

行い、全国の団体と連携をとり、協力を仰ぎながら鑑賞のアクセシビリティ向上の整備を図る。、こ

れらを通じて、全国の公共文化施設をはじめ、誰もが行きたいときに自由に好きな作品を観たり参

加したりできる環境を全国につくる。また、2020 年までに、国内で現在バラバラに活動をしている障

がい者舞台芸術団体をネットワーク化し、ひとつの大きなムーブメントを作り上げる。海外の先駆的

取組を行う団体やディレクターの招聘によるワークショップの実施、途上国で舞台芸術に取り組む

障がい者パフォーマーの招聘と交流なども実施し、祝祭感あふれる 2020 年へつなげる。 

目標 ＝ 2020 年のオリパラ開閉会式、文化プログラムを見据えて、100 人の突出した技術を

持つスペシャリストとなるパフォーマー、1,500 人の大規模なセレモニーに出演することのできる

障がいのあるボランティアキャストを育成する。 

2021 年以降のレガシーとなる「人」と「ノウハウ」を育てる。障がいのある人とない人が対話する機

会をたくさんつくり、誰もがアカンパニストとして支え合える社会を目指す。 
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（2021 年以降） 2020 年までに育てた人材（表現者、支援者、指導者）とそのノウハウがレガシー

となり、障がい者が当たり前のように、自分が暮らす地域で、自分が好きな活動に障がいのない人

に混じって取り組めるような文化を全国に根付かせる。また、少子高齢化も見据え、こうした文化、

表現活動を通じて、障がい者(disabled)ではなく異なる能力を持つ人(different ability)として、誰も

が互いに違いを認め合い、補い合う、優しい社会の実現を目指す。 

 

 

以上 
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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 

 

実施団体 一般社団法人融合研究所 

実施時期 2016年 9月～2017年 2月 

場 所 京都府、東京都 

概 要 日本を代表する漫画家やマンガを学ぶ学生による障がい者スポー

ツ・マンガの創作を通じて、障がい者スポーツの魅力を発信。雑誌連

載や出版を広げる端緒とし、漫画コンテンツの魅力と共生社会に向け

た取組の輪を広げる。 

効果検証方法 ・マンガによる障がい者スポーツの魅力の訴求・普及可能性を検証 

・障害者スポーツを理解してマンガにするための説明会へのマンガの学校の

教員・学生、漫画家等の参加者数と理解度 

・障害者スポーツをテーマにしたマンガ等の応募作品数と作品の質 

・作品表彰・展示会へのマンガの学校の教員・学生、漫画家、出版社編集

部、一般マンガファンの参加者数と作品評価 

・展示会や他手法での優秀作品公開に対する漫画家、出版社編集部、一般

マンガファンの期待や出版等普及の可能性 

 

試行プロジェクトの概要 

 

実施概要 

2020 年に向けて、日本と世界の人々が、障害のあるなしにかかわらず、スポーツを楽しむこと、障

がい者スポーツの魅力と感動の輪を広げることが求められている。 

2015 年、東京都によって、障害者スポーツ普及啓発映像 「Ｂｅ Ｔｈｅ ＨＥＲＯ」が制作され、日本

を代表する５人の漫画家の障がい者スポーツのコミック・イラストが起用された。 

【漫画家（代表作/起用 障害者スポーツのコミック・イラスト）】 

・浦沢直樹（YAWARA!/車いすテニス・国枝慎吾） 

・高橋陽一（キャプテン翼/5 人制サッカー（ブラインドサッカー）・日本代表チーム） 

・窪之内英策（ツルモク独身寮/陸上競技・高桑早生） 

・真島ヒロ（FAIRY TAIL/ゴールボール・日本代表選手他） 

・ちばてつや（あしたのジョー/ウィルチェアーラグビー・日本代表選手他）の 5 人 

日本のメディア芸術の源泉から世界の文化となるまでに広まった日本のマンガの力で、国内外の

マンガファンに障がい者スポーツの理解を広げる方策を試行するために本プロジェクトを企画・実

施した。 
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11団体の協力の下、国内外のマンガ専門の専門学校・大学、一般の高校計 125校とコミック出版

社の会の出版社 13 社 45 編集部が参加する学生作品コンテスト「デジタルマンガ キャンパス・マッ

チ 2016」に「Be The HERO」部門を開設し、障がい者スポーツはじめ、障害をこえてスポーツを楽し

み、その魅力と感動の輪を広げることをテーマにした作品を募集し、優秀作品を選定・公開した。 

 

取組み内容 

１．プロジェクト発表・説明会実施 

プロジェクトの発表＝2016 年 9 月に「デジタルマンガ キャンパス・マッチ 2016」に、障がい者ス

ポーツ・マンガの創作普及のための Be The HERO 部門を開設することを発表した。下記説明会に

て、漫画家と、障がい者スポーツ選手による、障がい者スポーツ・マンガ創作普及のメッセージを発

信した（対象：「デジタルマンガ キャンパス・マッチ」参加学校・学生、マンガやイラストの創作を

行っている人、出版社編集部、海外から訪日のプロ・アマチュア漫画家、マンガ・ファン、報道機関

向け）。 

1） 京都国際マンガ・アニメフェア（みやこめっせ）オープンステージ 

日時：9 月 18 日（日）10：30～11：00 

登壇者：漫画家 窪之内英策、2015 年度「Be 

The HERO」制作チーム代表 真田 武幸（事務

局代表） 

来場者：約 150 名 

報道：読売新聞京都版デジタルに掲載 

 

2）東京国際ブックフェア併催（東京ビッグサイト内会議棟）

セミナー 

日時：9 月 25 日（日）10：30～11：30  

登壇者漫画家 窪之内英策、2015 年度「Be The HERO」制作チーム代表 真田 武幸

（事務局代表） 

来場者：約 100 名（花園大学秦先生来場、作品応募の学校登録） 

3）渋谷丸井トークショーでの PR 活動 

日時：10 月 10 日（月） 12:00-13:00  

登壇者：漫画家 高橋陽一、サッカー選手 北澤豪 

PR：募集チラシの配布 

4）オリジナル創作漫画同人誌即売会「コミティア」会場（東京ビッグサイト）内 海外マンガフェス 

タ・ステージ 

日時：10 月 23 日（日） 11：00～12：00 

登壇者：「デジタルマンガ キャンパス・マッチ 2016」実行委員長・慶應義塾大学大学院

教授 中村 伊知哉、漫画家 高橋陽一、ブラインドサッカー選手 葭原滋男、2015 年度
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「Be The HERO」制作チーム代表 真田 武幸（事務局代表） 

来場者：約 200 名がステージ聴講 

PR:：国内出展者 3000 人、海外出展者 300 名に応募案内チラシを配布 

２．作品募集 

「デジタルマンガ キャンパス・マッチ 2016」障がい者スポーツ・マンガの創作普及のための Be 

The HERO 部門応募作品の受付を開始した。 

＜募集概要＞ 

1）対象とするスポーツ種目やテーマ 

 ・課題部門：障がい者スポーツ 22 種目をテーマとした作品～創作のための資料提供や見学・説

明を実施 

 ・自由部門：障がい者も健常者も一緒に楽しむことができる新たなスポーツを創造する作品  

2）作品等（※ネームや、作品企画も講評の対象）の応募方法 

・ストーリーマンガ(4P 以上の作品をデジタル原稿または PDF にて応募) 

・ネームまたは作品企画(A4 用紙横書きを PDF にて応募) 

・イラスト(A4 サイズの作品をデジタルデータまたは PDF にて

応募、タイトルも明記) 

※以上、作品募集はデジタルマンガ キャンパス・マッチ 2016

上に部門開設を行って実施。 

 【デジタルマンガ キャンパス・マッチ 2016 部門開設・運営の

実施項目】 

･デジタルマンガ キャンパス･マッチの対外広報時に部門とし

ての表示 

･デジタルマンガ キャンパス･マッチの Web サイトに部門開設、

作品応募方法ページの作成、運   

 営 

･デジタルマンガ キャンパス･マッチ参加 120 学校への部門開

設、発表説明会開催の告知 

･見学会案内･資料提供の告知 

･作品募集周知･作品応募促進の告知･応募作品のデータ

ベース上への受入 

･選考・発表準備の運営補助（データベース使用のガイダンス等） 

･Web サイトでの作品公開 

※応募の学生等作品は、本プロジェクトの講評や WEB/展示での公開を行う、本プロジェクトの趣

旨にそった広報に活用できることを条件とし、著作権や商業化の権利は作者が保有するものとして

募集する。 

3）募集期間:2016 年 10～12 月 
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３．障がい者スポーツ見学会 

障がい者スポーツ理解のため機会提供を目的に、コンテスト応募希望者に、創作対象とする障が

い者スポーツの、資料提供や見学・説明を実施した。（対象：応募希望者、東京都、自治体、ス

ポーツ団体協力）  

 

 1)  「車いすフェンシング練習会」見学会（赤羽スポーツの森公園競技場内ふれあいホー

ル） 

日程：10 月 21 日（金）、11 月 4 日（金）、11 月 11 日（金）、各日程 18:45〜 20:30 

協力：北区東京オリンピック・パラリンピック担当課、日本車いすフェンシング協会 

内容：日本車いすフェンシング協会ご担当車様から、車いすフェンシングについての解説後、

練習試合を見学した。 

  

 

 

 

 

 

 

2)  「東京都障害者総合スポーツセンター」見学会（東京都障害者総合スポーツセンター） 

日程：11 月 15 日（火）、11 月 17 日（木）、各日程 14:00～15:00 

協力：東京都障害者スポーツセンター、元パラリンピック選手 

星義輝 

内容：ビデオで障がい者スポーツの競技の幅広さを学んだ後、

センター館内を見学し、障がい者スポーツ施設についての知

識を深めた。 

  

 

 

４．応募〆切・選考・発表準備 

◆作品応募〆切:2017 年 12 月 24 日(土) 

 イラスト、マンガ、ネーム・企画など含めて 93 作品の応募を受付（応募作品別添参照） 

◆作品査読選考・発表準備 

応募された作品は、2015 年度「Be The HERO」制作チームが審査し、優秀作品を選定 

  ・作品整理・選定のための取りまとめ 

  ・選定のための 2015 年度「Be The HERO」制作チームとの連絡 

  ・作品選定の結果と公開展示・WEB 掲載許諾のための学校・学生・応募者連絡 
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５.応募作品発表・講評・展示 

◆応募作品講評・公開 

・応募の作者に確認の上、全作品を下記展示会で公開。デジタルマンガキャンパス・マッチ

2016WEB 

サイトでは優秀作品公開。優秀マンガ作品は、下記会場にて公開講評会実施 

◆2017 年 2 月 12 日（日）15:00～16:00 オリジナル創作漫画同人誌即売会「コミティア」会場 

応募全作品展示会・優秀作品発表会・優秀作品講評会（会場：東京ビッグサイト 2 万人来場） 

 ・優秀作品発表会・優秀作品講評会ステージ【東 5 ホール壁際】:15:00～16:00 

 （受付 14:30～） 

①Be The HERO プロジェクト趣旨紹介、応募状況説明： 

事務局 

②本プロジェクト主催者挨拶：日本貿易振興機構（JETRO)  

③各障がい者スポーツ団体からのコメント発表：事務局 

④優秀選定作品講評：2015 年度「Be The HERO」  

制作チーム代表、優秀作品作者学生 

⑤優秀マンガ作品の作者学生参加の講評会： 

登壇者：ちばてつや先生、高橋陽一先生、窪之 

内英策先生、学生４名 

聴講者：150 名（参加学校教員・学生、出版社編 

集部等マンガ関係者、出展者、来場マンガファン） 

 

・作品展示【東 5 ホール壁際】11:00～16:00  

Be The HERO 部門応募全作品展示 

・出版社編集部を招待、応募作品のマンガ雑誌等への掲載を働きかけ 

・障がい者スポーツを描いたコミック・イラスト等展示、作家の拡大、マンガ作品化を支援 

・マンガ・ファンに障がい者スポーツの理解を得る機会を提供 

 ・パンフレット（4C/8P) を制作。約 500 部会場配布、600 部を参加学校配布（120 校×5 部） 45

編集部×5 部＝2254 部を参加編集部配布、280 部を漫画家・関係者へ配布した。 
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【Be The HERO 部門優秀作品一覧】 

作品タイトル ジャンル サムネル 
ペンネー

ム 
学校名 学科名 

幅跳び！ イラスト 

 

長谷川 
日本工学院専門

学校 

マンガ・アニメー

ション科 1年 

音を頼りに イラスト 

 

兎万兎まと 
日本工学院専門

学校 

マンガ・アニメー

ション科 1年 

光へと跳び立

つ 
イラスト 

 

小倉 秋穂 
日本工学院専門

学校 

マンガ・アニメー

ション科 1年 

パラリンピック

2120 
イラスト 

 

Q琳 
日本工学院専門

学校 

マンガ・アニメー

ション科 1年 

爆発するボー

ル 
イラスト 

 

jkcnpa 
日本工学院専門

学校 

マンガ・アニメー

ション科 1年 

paralympics 

runner 
イラスト 

 

L.YFlY 
日本工学院専門

学校 

マンガ・アニメー

ション科 1年 

走る イラスト 

 

高橋歩子 

専門学校 

日本デザイナー

学院 

コミックイラスト科  

2年 

なわとび イラスト 

 

松清都 

専門学校 

日本デザイナー

学院 

コミックイラスト科  

2年 

速く イラスト 

 

松田奈々 

専門学校 

日本デザイナー

学院 

コミックイラスト科  

2年 
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作品タイトル ジャンル サムネル 
ペンネー

ム 
学校名 学科名 

笑顔 イラスト 

 

山崎美紘 

専門学校 

日本デザイナー

学院 

コミックイラスト科  

2年 

HERO OF 

BASKETBALL 
イラスト 

 

おきく 
日本工学院専門

学校 

マンガ・アニメー

ション科 1年 

光の力 イラスト 

 

堂本の

NEWS 

日本工学院専門

学校 

マンガ・アニメー

ション科 1年 

進め イラスト 

 

ゆゆ 

国際デザイン・ 

ビューティカレッ

ジ 

グラフィックデザイ

ン科 1年 

Be The Hero イラスト 

 

James 
ヒューマン 

アカデミー 
マンガ 3年 

君の見る夢が 

僕の夢 
マンガ 

 

森 蜜 

国際デザイン・ 

ビューティカレッ

ジ 

総合研究科 1年 

TSUTAERU マンガ 

 

新井夏美 

専門学校 

日本デザイナー

学院 

マンガ科 5年 

東京HERO マンガ 

 
カルビ佐

藤 
日本マンガ塾 研究科 2年 

走れよ！恋は

盲目 

企画案・ 

ネーム 

 
ちゃんしん

げん 
日本マンガ塾 土曜科 2年 
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効果と課題 

効果  

 

◆効果検証の指標 

計画時に以下を効果検証の指標として設定 

・説明会へのマンガの学校の教員・学生、漫画家等参加者数と理解度 

・障害者スポーツをテーマにしたマンガ等の応募作品数と作品の質 

・作品表彰・展示会へのマンガの学校の教員・学生、漫画家、出版社編集部、一般マンガ・ファン 

の参加者数と作品評価 

・展示会や他手法での作品公開に対する漫画家、出版社編集部、一般マンガ・ファンの期待や

出版等普及の可能性 

 

◆効果の検証 

 ①本プロジェクト参加への理解 

３回の説明会と、1 回の PR には、多くの学校の教員・学生、マンガやイラスト作家を目指す人、

マンガ・ファンが参加した。メディアによる報道もあり、作品応募のために説明会に参加し、これ

らの説明会をきっかけに応募した学校もあった。また 10月 23日の海外マンガフェスタのステー

ジ後は、ブラインドサッカーの選手による体験会にコンテスト応募希望の学生等が参加、障が

い者スポーツの理解にも寄与した。障がい者スポーツをマンガにすることの可能性は充分告知

できた。 

 

 ②マンガ等の応募作品数と作品の質 

  3か月間の短い募集期間であったが、93作品と予想以上の応募作品数を得た。93作品中、マ

ンガ作品（企画・ネーム含む）は 11作品、他はイラストであった。障がい者スポーツというテーマ

に対して、イラスト化はある程度容易だが、マンガ作品化にはハードルがあることが分かった。

しかしマンガ化にトライした学生作品はいずれも障がい者スポーツの特性をとらえており、障が

い者スポーツを普及するきっかけになり得る質であった。また応募学校中、3 学校が障がい者

スポーツを課題として描かせ、本事業に学生作品を応募した。 

このことから障がい者スポーツは学生のマンガ創作教育の題材とすることがなりうる事が分かっ

た。 

 

 ③作品表彰・展示会への参加者数と作品評価 

2 万人が参加するオリジナル創作漫画同人誌即売会「コミティア」会場にて応募全作品を展示

した。会場ではマンガやイラストを創作する出展者、一般来場のファン、出版社等関係者が熱

心に応募作品に見入る姿が見られた。障がい者スポーツを題材とする作品への興味は大きい

と考えられる。ちばてつや先生、高橋陽一先生、窪之内英策先生が登壇し、優秀マンガ作品
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を応募した学生 4 名自身が作品をプレゼンし、漫画家が公表するステージを行い、応募の学

校の教員・学生はじめ、出展者、一般のファン、出版社等関係者 100 名場が聴講した。この中

で、漫画家の高橋陽一先生からは「障がい者スポーツのマンガ化は可能性のあるジャンル」と

いう発言もあり、マンガを創作する学生や出展者、出版して普及する出版社等関係者、読者で

ある一般のファン、それぞれの立場からの取組の姿勢、普及の可能性が示された。 

 

④一般マンガ・ファンの期待や出版等普及の可能性 

今回の「コミティア」会場での応募全作品展示会・優秀作品発表会・優秀作品講評会には、障  

がい者スポーツ普及に取り組んでいる NHK が取材に来場した。ＮＨＫは現在学生の障がい者

スポーツを描いた作品のアニメ化による公開など企画を進めている。同時に、応募された作品

は参加出版社 13 社 45 編集部が商業化の可能性を検討している。応募の学校学生はじめ、マ

ンガやイラストを目指す人が、障がい者スポーツを題材にした作品を創作し、出版社等が出版

して普及し、一般マンガ・ファンの間で評価される可能性は充分にある。 

 

課題 

◆課題の抽出 

 実行時に、「デジタルマンガ キャンパスマッチ 2016」の審査員の漫画家等から、以下が課題と

して指摘された。 

・障がい者スポーツと健常者の日常には断絶がありマンガにしにくい 

・障害者スポーツの理解が必要であり、現実を知らずに、無知のまま描くと社会問題にもなる 

・障がい者スポーツを描いた作品はニッチなものとなり、一般的に人気を得られないのではない 

か 

◆課題への対応 

 ①障がい者スポーツと健常者の日常をつなぐ効果 

 プロジェクト発表・説明会における漫画家、障がい者スポーツの選手、2015 年度「Be The 

HERO」制作チーム代表等の発言から、日本のマンガの名作「鉄腕アトム」はそもそも事故から

よみがえったヒーローであり、義手のヒーローが活躍する「コブラ」のような作品もあるように、マ

ンガこそは障がい者スポーツと健常者の日常をつないでいく存在であるとの指摘があった。応

募された学生マンガ作品も障がい者スポーツと健常者の日常をつなぐ設定がなされており、マ

ンガに限らず一般的に感じられやすい「障がい者スポーツと健常者の日常の断絶」は、むしろ

マンガだからこそ超えて行けるものと考える。 

 

②障害者スポーツの理解 

  マンガ創作において題材の取材は重要な制作プロセスとなっている。今回のプロジェクトでは、

創作のための 障がい者スポーツの見学会を実施した。この見学会に参加し、そのスポーツを

作品化した応募作品もあった。 
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  見学会は、障がい者スポーツ団体、選手の協力によって行なわれたが、応募された作品に対

して、以下の感想が寄せられた。 

 ＜障がい者スポーツ団体＞ 

 ・どのイラストも、障害者スポーツの特徴を非常に上手く捉えていて、驚いた。また、それぞれの 

作者さんの個性が出ていて、見応えがあった。 

＜東京都障害者総合スポーツセンターサービス推進課＞ 

・事前に取材で示した知識が反映されていた。 

・協議ルールの詳細等がわかりやすく解説されていた。 

 ＜北区東京オリンピック・パラ リンピック担当課＞ 

・北区が深く関わっているスポーツということもあり、車いすフェンシングには目が向く。 

・車いすフェンシングを専門に扱うマンガを見ることは初めてなので素直に嬉しい。 

・教鞭をとってくださったコーチ陣にもお見せしたい。 

・北区受講者に境遇の重なる方がいてモチーフになったのかと思う。 

・オリンピックとパラリンピックを繋ぐ握手で終わる構成が美しい。 

 ・写真よりもストーリーが伝わりやすい。説明は文言よりも絵付きのものが人目を引き、胸を打つ。 

・パラスポーツに対する壁がなくなることが期待できそう。 

・色がついたものも是非見てみたい。 

・取材をお受けできてよかった。マンガの題材になるものに関われていて嬉しい。取材したくなる 

ようなコンテンツであるよう教室運営を今後も頑張りたい。 

 

このように障がい者スポーツと健常者の日常と断絶を取り除いていくためには、障がい者スポーツ

団体や選手の協力も得て、開かれた理解が必要であり、そのためにはマンガ創作のために障がい

者スポーツを見学し、創作する機会を継続、拡大することは重要と考えられる。さらに、障がい者ス

ポーツのマンガを読んだ読者が、生身の障がい者スポーツを見学し、ファンになるという動きも考え

られる。このようにマンガと障がい者スポーツは、見学、観戦という機会を通じて、大きな広がりを形

作ることができる。 

 

③障がい者スポーツを描いた作品の人気 

昨年のオリンピックから、2020 年に向けて、障がい者スポーツの認知は高まっている。そうした中

で、今回、取材に来場した NHK のように障がい者スポーツ普及に取り組む企業、組織も増えてい

る。これに対し、漫画家の高橋陽一先生からは「障がい者スポーツのマンガ化は可能性のあるジャ

ンル」という認識が広がり障がい者スポーツと健常者の日常をつなぐ設定のマンガ作品が感動を呼

べば、障がい者スポーツを描いたマンガ作品というジャンルが成立すると考えられる。 

そして、マンガはアニメ化や、映画化の原作として大きな可能性を持ったコンテンツであるため障

がい者スポーツマンガというジャンルが成立すれば、障がい者スポーツのコンテンツ課による普及

は大きく広がると考える。 
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将来計画 

◆効果を継続し、課題に対応 

①「デジタルマンガ キャンパス・マッチ」による、障がい者スポーツ・マンガ部門作品募集の継続 

 化 

2020 年まで、学生やマンガ、イラストを目指す人の作品募集、デビューを促進。2017 年度も応募

のために障がい者スポーツ見学会等を併催し、理解を広める。 

②障害者スポーツ普及啓発映像 「Ｂｅ Ｔｈｅ ＨＥＲＯ」起用の 5 人の漫画家自身の取組 

2020 年に向け、2015 年に描いたコミック・イラスト作品の発展、マンガ作品化、出版による普及 

等行う。 

③障がい者スポーツ・マンガ作品の雑誌掲載・コミック出版・電子配信による理解・普及 

漫画家の作品はじめ、「デジタルマンガ キャンパス・マッチ」応募優秀作品等を、出版社編集部 

による雑誌掲載・コミック出版・電子配信で公開。マンガ・ファンに障がい者スポーツ理解普及を 

図る。 

④障がい者スポーツとマンガのコラボによる障がい者スポーツ文化とファンの醸成 

日本と世界の漫画家が、そして障害のある人も、障がい者スポーツを理解し、描き、作品にする、 

選手と交流する、障がい者スポーツ・マンガがブームになるという循環を創生し、日本と世界のマ 

ンガ・ファンが、障がい者スポーツ・マンガを読む、理解する、観戦する、障がい者スポーツのファ 

ンになるという社会的ムーブメントを創出する。 

 

以上 
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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 

 

実施団体 特定非営利活動法人バリアフリー映画研究会 

実施時期 2016年 10月～2017年 2月 

場 所 東京都、滋賀県 

概 要 新しい映画鑑賞支援機器（UDCast）を用い、聴覚障害者はメガネ型端

末に字幕を表示、視覚障害者は個々人の端末を使って音声ガイドを聴

く。これらの技術を用い、障害者と健常者が一緒に最新の映画を楽し

む事業。これをきっかけに、バリアフリー社会をより身近にしていく。 

効果検証方法 ・UDCast の実用フェーズ入りに向けたデータ収集 

・上映終了後に使用者に調査を実施し、有識者による検討会を経て改善点

を抽出し、普及につなげる 

 

試行プロジェクトの概要 

 

実施目的 

 2020 年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、国・行政による制度化の動きと映画業界の

自助努力による取り組みが連動し、映画のバリアフリー化を推進する動きが出てきている。字幕や

音声ガイドの制作については、一部文化庁の助成金などの整備もあり、従来のボランティアベース

から専門家を必要とするビジネスへと広がりを見せている。またバリアフリー版の制作費用について

も、映画の製作者・配給者が自ら負担する動きが出てきている。障害者差別解消法の施行という背

景もあるが、視聴覚障害者が新たな観客として期待されているということでもある。こうした中で、

もっとも遅れていたのが映画館での情報保障の取り組みである。これまでは、字幕や音声ガイドを

付けた映画を日時と映画館を特定して、障害のある人たちのためだけに特別に上映するやり方

だった。 

 今回開発された新しい映画の視聴技術である UDCast は、画期的な映画鑑賞技術として映画

業界で実用化が進められている。UDCast を使えば、耳の不自由な人は字幕表示用のメガネを

使って、また目が不自由な人は手持ちのスマートフォンなどのモバイル端末を使って、いつでもど

こでも一般の観客と一緒に映画を字幕付き、音声ガイド付きで鑑賞することが可能になる。更に、

今回の調査を通して、UDCast 機器の更なる改良を進め、視聴覚障害者のみならず、2020 年東京

オリンピック・パラリンピックに向けて増加する海外からの来訪者に対して、多言語による情報保障

の実現を図りたいと考えている。この映画鑑賞技術を使えば、バリアフリー字幕や手話映像の表示

だけでなく、英語や韓国語、中国語などの多言語による表示が可能となる。2020 年東京オリンピッ

ク・パラリンピック開催時には、この UDCast は日本が誇る新技術として、極めて有用な未来型の情
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報保障として、世界中にアピールできるものと考えている。 

 2020年東京オリンピック・パラリンピック開催へ向けて、この映画鑑賞新技術をさらに進化させ世

界標準にするべく、UDCast バリアフリー映画祭を毎年開催し、聴覚障害者、視覚障害者、知的障

害者、盲ろう者などすべての障害者のための芸術文化活動の推進と共生社会の実現に向けた取

り組みとして推進していきたいと考える。 

 

取組み内容 

1. 検討委員会の開催 

第一回検討委員会 2016 年 12 月 10 日（東京）、第二回検討委員会 2017 年 2 月 10 日（滋賀） 

2. バリアフリー映画製作 

新映画鑑賞技術（UDCast）対応のバリアフリー映画を 3 作品制作した。 

制作時期：2016 年 11 月より検討を開始し 12 月より順次制作作業開始 

制作作品：『だれかの木琴』、『島々清しゃ』、『風のように』 

3. バリアフリー映画祭の開催 

 東京及び滋賀の2ヶ所でバリアフリー映画祭を開催し、来場者にUDCastを体験頂いた（図1）。 

4. 新しい映画鑑賞支援機器（UDCast）に関するヒヤリング及びアンケート調査 

 UDCast バリアフリー映画 1 作品を上映し、それぞれの機器（バリアフリー字幕表示用メガネ、

音声ガイド用アイフォン）を、視覚障害者、聴覚障害者、また健常者に体感頂いた。視覚障害者、

聴覚障害者への調査から、UDCast への期待や総合的な満足度、音声ガイドの聞こえや字幕の

見え方などに対する可能性と課題、装着感や疲労感への要望等の具体的な意見を得た（図１

中・右）。 

【実施日】 2016 年 12 月 10 日（東京）、2017 年 2 月 12 日（滋賀） 

【場所】  TCC 試写室（東京都中央区銀座 8 丁目 3 番先 高速道路ビル 102 号） 

びわこ大津プリンスホテル本館 2 階「比叡」（滋賀県大津市におの浜 4-7-7） 
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図 1 映画祭プログラム（左）、制作したパンフレット（中上）、調査会の様子（中下と右） 

 

【上映作品】 「だれかの木琴」 

（監督・脚本 東陽一、「だれかの木琴」製作委員会、112 分、2016 年） 

【使用機器】 バリアフリー字幕表示用メガネ 13 台、音声ガイド用 iPodTouch 15 台 

【調査対象者】 

聴覚障害者 13 名： 

ろう 7 名（女性 7 名、平均年齢 36.0 歳（標準偏差 7.0 歳）） 

難聴 5 名（女性 5 名、平均年齢 48.0 歳（標準偏差 12.3 歳）） 

中途失聴 1 名（男性 1 名、年齢 72.0 歳）） 

視覚障害者 15 名： 

全盲 9 名（女性 4 名、男性 5 名、平均年齢 49.8 歳（標準偏差 8.4 歳）） 

弱視 5 名（男性 5 名、平均年齢 48.0 歳（標準偏差 18.9 歳）） 

【調査結果】 

1. 視覚障害者 

1.1 全体的な満足度 
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図 2 UDCast の映画鑑賞機会への効果と期待（視覚障害） 

 

図 3 UDCast の満足度（視覚障害） 

1.2 具体的な意見 

(1) 期待 

映画鑑賞機会への期待 

全盲/43 歳/女性 とても増える 適当な時間に行けるし、音声ガイドがないと（映画は映

像をみせるものなので）映画館でなくてもいいと思うが、

解説があれば、その時公開中のものをみたいと思うの

で。 

弱視/65 歳/女性 とても増える 自分の都合にあわせて行ける。 

全盲/40 代/女性 少し増える 好きな時間（自由な時間）に行けるのはよい！ 

全盲/44 歳/女性 少し増える 自分の予定で好きな時にいつでも観に行けるから。 

iPodTouch のイヤホンから聞く音声ガイドの聞こえ 

全盲/48 歳/男性 I フォンの方が音質がいいです。 

弱視/27 歳/男性 ききとりやすいと思うから。 

弱視/65 歳/男性 ききやすい言葉できける（トーンなど）。 

弱視/70 歳/男性 より良く内容がわかりやすい。 
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とても増える 少し増える 変わらない 

[回
答

者
数

] 
Q. 自分の端末を使って、いつどの回でも音声ガイド付き

上映を楽しめるようになれば、映画館へ映画を 

観に行く機会は増えますか。  

弱視 

全盲 

0

5

10

15

毎回使いたい また使って 

みたい 

抵抗がある 興味がない その他 

[回
答

者
数

] 

Q. 今後も、スマートフォンやiPodTouchなどの携帯情報端末から音声

ガイドが聞けるシステムがあれば使ってみたいですか。  

弱視 

全盲 

毎回使いたい：85.7% 
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利便性や操作性 

全盲/44 歳/女性 初めて UD cast  の操作を自分でしてみたが、思ったより簡単で、これ

なら自分でもできると思いました。 

全盲/55 歳/男性 普段からアイフォンを使用して、同じ端末で使えるのはよい。 

全盲/45 歳/男性 普段携帯しているものだから。 

 

(2) 課題 

普及への要望 

全盲/43 歳/女性 どの映画館でもいつでも、UD Cast が入っていれば、音声ガイドがきこ

えるのでつかってみたい。 

全盲/45 歳/男性 外国の映画も工夫してほしい。外国映画をもっと観たい。モニタリング、

協力します。 

全盲/48 歳/男性 UDCast対応作品が増えてほしい。新作だけでなく、既存の作品に対応

することはできないのか？ 

 

映画館での使用に際する懸念事項 

全盲/43 歳/女性 ・映画館へ観に行くと携帯の電源を切るように案内。まわりの人がわかっ

てくれていないと、どうどうと出して使えない。 

・スマートフォンとかで音声ガイドを利用すると、メールが着信してしまうと

圏外になっていないと音が鳴ってしまう不安。 

全盲/44 歳/女性 操作でわからないことがあった時やトラブルに際して、気軽に聞けて、

すぐ対応してくれると嬉しい（映画館の方）。 

弱視/65 歳/男性 I pod Touch を個人で購入するには、少しもったいない（映画のみであ

れば）。 

弱視/34 歳/男性 スマートフォンも iPodTouch も所持していないので、貸出していただける

なら使ってみたい。 

 

1.3 まとめ 

 UDCast（iPodTouch とイヤホン含む）に対する全体的な満足度は非常に高かった（映画鑑賞

機会の増加、「毎回使いたい」という意見の多さ（85.7%））。 

 UDCast と iPodTouch のイヤホンを通じて聞こえる音声ガイドの聞こえは良く、また、スマート

フォンにインストールするだけで使用できるという利便性や操作性の良さに対する評価も高

かった。 

 こうした期待に合わせて、UDCast対応作品が増加し、どの映画館でもUDCast を使って映画

を鑑賞できるようになって欲しいという普及への要望があった。 

－341－



 

 

 また、通常の映画館では携帯電話の使用が制限されている現状にあって、映画館でUDCast

を使用する際の周囲の人々の理解や音漏れの心配が聞かれた。さらに、スマートフォン自体

を持たない人への対応などの課題も得られた。 

 

2. 聴覚障害者 

2.1. 全体的な満足度 

 

「メガネ型端末を使って、いつどの回でも字幕付き上映を楽しめるようになれば、映画館へ映画を

観に行く機会は増えるか」との問いに対し、「映画が見たい」「日本語字幕上映時間の都合が合わ

なくて あきらめていた映画が多かったので、いつでも見られるのなら、喜んで見に行く」といった声

があった。他方、機会は増えると回答したものの「もっとかっこいいデザインにならないと使いにくい

部分がある」という反応も寄せられた。 

2.2 購入に対する本音と課題の抽出 

続いて、現在は 8 万円ほどの費用がかかるメガネ型端末の購入意向を尋ねたところ、全体の

53.8％が「補装具の扱いになっても購入しない」と回答した。現在の条件であっても購入すると答え

た回答者はいなかった。 

普及疎外要因をアンケートから抽出した結果、「メガネが重い」「現時点ではどの映画館でも使え

る訳ではないため」「そもそもクローズドな字幕よりはオープン字幕が良いと思っている。自分だけ

が楽しむ努力をしなければならないという感じが強い」といった回答が寄せられた。 

また、使用感については下図のような結果となった。 
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質問: メガネ型機器を使って、いつどの回でも字幕付き上映を楽しめるよ

うになれば、映画館へ映画を観に行く機会は増えますか。  

中途失聴 

難聴 

ろう 
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図 4 メガネ型端末による字幕表示の満足度（聴覚障害） 

 

(1)装着感の悪さの一要因 

A. 自身の視力矯正用眼鏡との併用（メガネ型端末を上に被せる形で装着）によるストレス 

 

図 5 メガネ型端末と視力矯正用眼鏡との併用によるストレス（聴覚障害、n:有効回答数） 

 

 

B. 補聴器との併用によるストレス 

装着感の悪さの一要因 

ろう/25 歳/女性 メガネを改善してほしい。軽くしてメガネをかけても 補聴器に負担かけ

る。耳にかけるものが多すぎると、補聴器がとれそう。 

難聴/46 歳/女性 耳かけ式補聴器とメガネ型機器のつるがぶつかって、どうしても耳に違

和感を感じるので片耳装着で、なんとか自分に折り合いをつけました。補

聴器を装着してもつるが気にならないデザインを期待しています。 
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質問: メガネ型機器による字幕表示はいかがでしたか。  
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ポジティブ 61.5% ネガティブ 23.1% 

疲労の増加(大) 認知負担の増加(中) 
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(2) メガネ型端末フレームの光反射による映像や字幕の見えにくさ 

メガネ型端末のフレーム反射 

難聴/65 歳/女性 ① 眼鏡が反射して光るので、映画を観にくい点 

② 操作ボタンやタイトル・ロゴバーが常時出ているので、字幕のみみら

れるようにしてほしい。 

③ 軽量化、フィット観の改良。 

(3) スクリーン映像と重なったときの字幕の見えにくさと字幕表示位置調整によるストレス 

字幕の見え方 

ろう/33 歳/女性 明るいところでメガネの中の表示を見るのは距離感が摑みにくく違和感

があったが、暗くなって上映が始まると、ふつうの字幕つき映画を観るのと

大差なかった。（字幕の色は）もっと白く、不透明？に。明るい画面でみる

とみづらい。 

ろう/40 歳/女性 技術面もあるかと思いますが、もう少し軽くなったら良いと思います。重

たくて何回もズレるので、かけ直しが多かったです。映画の画像の中に字

幕が入っても見やすいようになったらいいなーと思ってます。 

難聴/46 歳/女性 映像が明るいと文字が消えてしまうので、ベストポジションを探すのに手

間取る。メガネがズレ落ちて字幕に焦点が合わなくなり、ボヤける。体勢

を変えても、文字を見やすくして欲しい。 

難聴/52 歳/女性 ・メガネのサイズが大きくて装着がやや不安定。サイズを合わせられるよ

うになると良いです。 

・メガネを画面のどこに合わせて字幕を見たら良いか、やや不明瞭で、

画面に字幕を出すと風景が白っぽい時は字幕が読み取れない。画面下

の黒幕で読むのが一番読めるが、画面全体が不安定で疲れる。 

ろう/42 歳/女性 字幕の位置を自分で選べるようにしてほしい。映画館のスクリーン下の

部分をふやしてほしい。物理的に難しいと思うが。 
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して字幕を読める

技術の検討 

小 

大 視線や首の角度などの姿勢調整により 

メガネ型端末上の字幕表示位置を常に 

調整することで疲労が高まりやすい 

疲労大 
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2.3 メガネ型端末による字幕表示の利点 

 

図 6 メガネ型端末から常に字幕が表示されることに対する二つの反応（聴覚障害） 

 

ポジティブコメント 

ろう/63 歳/女性 問題なかっ

た 

見ていない間、会話内容がわかるので、途中から見て

も楽しめる。 

難聴/46 歳/女性 問題なかっ

た 

字幕の位置を自分で調節できるので 画面のこの部分

が良く見たいのに字幕でかくれて見えないと言うストレス

がなかったのが良い。むしろ好都合。画面上だと字幕が

見にくいと感じた時、あえて画面外の暗幕部分に字幕を

移す事が多かったので。 

難聴/31 歳/女性 問題なかっ

た 

見落ししにくいので、とても良い！ 

 

ネガティブコメント 

難聴/46 歳/女性 時々じゃまに

感じた 

首をかたむけると字幕もかたむく状況に、慣れていな

いので。 

難聴/65 歳/女性 時々じゃまに

感じた 

字幕が一緒に動くので、ある意味わずらわしい。動くの

でなく、メガネのある場所に固定されるとよい。 

ろう/25 歳/女性 非常にじゃま

に感じた 

字幕がこていされてないので、時々、映像の中には

いってしまう。 

ろう/42 歳/女性 非常にじゃま

に感じた 

画面に重なるのが不快。 
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質問: 頭を動かしてもメガネ型端末上の字幕が表

示されたままとなる状態はいかがでしたか。  

中途失聴 

難聴 

ろう 

ネガティブ 38.5% 

スクリーンが 

視界から外れても 

ポジティブ 61.5% 
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2.4 まとめ 

 UDCast に対する全体的な満足度は高かった（映画鑑賞機会の増加）。 

 しかし、メガネ型端末については、実際に購入するかの質問に対して、「日常生活用具（また

は補装具）の扱いになっても購入しない」の回答が 53.8%であった。 

 メガネ型端末の具体的な課題としては、「装着感や重さによるストレス」の意見は多く、とりわけ、

自身の視力矯正用眼鏡や補聴器を併用した場合に、ストレスが大きかった。 

 メガネ型端末に表示される字幕については、字幕がスクリーン映像に重なったときに、映像が

字幕と同様な色や明るさであると、字幕が見づらくなるという意見が多くあった。そのような場

合には、視線や首の角度や姿勢などを変えることでメガネ型端末の位置を調整し、スクリーン

映像の外側の黒い場所に字幕の表示位置を移動させて字幕を読めるようにするなどの工夫

が必要になる。また、同様にして、字幕が見づらい位置に移動してしまわないように首や姿勢

を固定・維持する必要もある。それらの制御により疲労が高まったと推察される。 

 一方で、映画上映中は常にメガネ型端末上に字幕が表示される仕様による利点も聞か

れた。視界からスクリーンが外れて映像が見られないときも字幕を読むことができるので、ス

トーリーが途切れず助かるというポジティブな意見は多かった。他方、従来のスクリーン上に

表示されるオープンキャプション型の字幕の表示方法とは少し異なることから、「慣れない」や

「わずらわしい」、「画面に重なるのが不快」という意見も一部得られた。 

 

効果と課題 

効果  

今回の UDCast を使ったバリアフリー映画上映と調査事業では、実際に視覚障害者、聴覚障害

者に UDCast 対応の劇映画を鑑賞してもらい、ヒヤリング及びアンケート調査を実施した。はじめに、

ヒヤリング及びアンケート調査から得られた“効果”を、以下にまとめる。 

【視覚障害者／効果】 

 UDCast（iPodTouch とイヤホン含む）に対する全体的な満足度は非常に高かった。 

映画鑑賞機会の増加： 

「適当な時間に行けるし、音声ガイドがないと（映画は映像をみせるものなので）映画館でなく

てもいいと思うが、解説があれば、その時公開中のものを見たいと思うので」（全盲/43 代/女

性）、ほか 

映画鑑賞時に「毎回使いたい」という意見の多さ：  

「毎回使いたい」（85.7%）、「また使ってみたい」（7.1%）、「抵抗がある」（0.0%）、「興味がない」

（7.1%）、「その他」（0.0%） 

 UDCast と iPodTouch のイヤホンを通じて聞こえる音声ガイドの聞こえは良く、また、スマート

フォンにインストールするだけで使用できるという利便性や操作性の良さに対する評価も高

かった。 
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【聴覚障害者／効果】 

 UDCast に対する全体的な満足度は高かった。 

映画鑑賞機会の増加： 

「邦画の方が好きだけど字幕つきの上映があるときしか行かないので、もし毎回字幕つきなら

当然行く機会は増える！いつ行っても字幕つきなんて夢のよう！」（ろう/33 歳/女性）、 ほか 

 映画上映中は常にメガネ型端末上に字幕が表示されることによる利点も得られた。視界から

スクリーンが外れて映像が見られないときも字幕を読むことができるので、ストーリーが途切れ

ず助かるというポジティブな意見は多かった。 

 以上の通り、映画鑑賞における UDCast を使った新しい情報保障のあり方には、大きな可能性

を感じさせるものがあった。これまでバリアフリー映画は、限られた場所や特定の環境の中でしか提

供できなかったが、UDCast の技術を使うことによって、障害者のみならず字幕や音声ガイドを必要

とする高齢者や子供たち、また一部の知的障害者なども、いつでもどこでも一般の人たちと一緒の

空間で、映画を鑑賞することが可能になる。とりわけ、2020 年東京オリンピック・パラリンピック開催

に向けて増加する諸外国からの来訪者向けにも、この UDCast を使った多言語対応による情報保

障が活用できると考える。UDCast は、極めて有用な未来型の情報保障として、日本が誇る新技術

として世界中にアピールできるものになると確信できた。 

 

課題 

 前項 2.1 の通り、UDCast の有用性については今回の調査で立証できた。次に、調査から得ら

れた“課題”を、以下にまとめる。 

【視覚障害者／課題】 

 UDCast への期待に合わせて、UDCast 対応作品が増加し、どの映画館でも UDCast を使っ

て映画を鑑賞できるようになって欲しいという普及への要望が得られた。 

 通常の映画館では携帯電話の使用が制限されている現状にあって、映画館で UDCast を使

用する際の周囲の人々の理解や音漏れの心配が聞かれた。さらに、スマートフォン自体を持

たない人への対応などの課題も得られた。 

【聴覚障害者／課題】 

 メガネ型端末については、実際に購入するかの質問に対して、「日常生活用具（または補装

具）の扱いになっても購入しない」の回答が 53.8%であった。 

 メガネ型端末の具体的な課題としては、「装着感や重さによるストレス」の意見は多く、とりわけ、

自身の視力矯正用眼鏡や補聴器を併用した場合に、ストレスが大きかった。 

 メガネ型端末に表示される字幕については、字幕がスクリーン映像に重なったときに、映像が

字幕と同様な色や明るさであると、字幕が見づらくなるという意見が多く得られた。 

 映画上映中は常にメガネ型端末上に字幕が表示される仕様については、多くのポジティブコ

メントとは対照的に、従来のスクリーン上に表示されるオープンキャプション型の字幕の表示

方法とは少し異なることから、「慣れない」や「わずらわしい」、「画面に重なるのが不快」という
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意見も一部得られた。 

 

 スマートフォンなどの情報端末を映画館で使用する際の、周囲の人々の理解や社会的な受け

入れ体制、また、環境面での整備などはこれからの課題である。とりわけ字幕を表示するメガネ型

端末については、そのかけ心地や機能性の点で、まだ改良の余地があると思われた。表示する字

幕の字数や表示位置の拡大、また見やすい書体の選択可能性なども、まだ調査・実験を通した開

発が必要である。特に長時間かけている時の負担感の軽減や、一般の人たちや男女が通常使用

するための機能美・デザインなども課題として残った。 

 以上を通じて、“効果”と“課題”を考慮した総合的な観点から、従来型の上映方式と UDCast を

用いた上映方式を比較した際の、当事者にとってのメリット、デメリットを検証した結果をまとめる。 

(1) 視覚障害者／総論 

 視覚障害を有する当事者からの意見からは、UDCast対応の音声ガイド提供についての否定的

な意見はほとんどなかった。これは一定程度、完成形に近づいているものと思われる。音声ガイド

の場合は、その技術的な提供機器の問題より、音声ガイドの内容と一般映画館での UDCast 対応

の普及が課題として残っていると考えられる。音声ガイドの質の問題は、映画製作者が積極的にか

かわることや、音声ガイドの専門家の育成が急務であろう。 

 (2) 聴覚障害者／総論 

 聴覚障害を有する当事者からの意見では、メガネ型の UDCast 対応字幕より、スクリーン上に字

幕が表示される従来型のオープンキャプションのほうが良いという指摘がある。特別な機器を使わ

ずに鑑賞できる点、また、オープンキャプションのほうが、表示の字数を増やすことができ、また表

示位置についても縦位置や横位置など選択肢が広がる点の 2 点が、現状でのメリットと考えられる。

しかし、当事者の支持がもっとも大きいのは、字幕付き映画の鑑賞機会が圧倒的に広がる点である。

メガネ型端末さえ持ち込めば、いつでもどこでも映画を鑑賞できる環境の整備は、これまで実現で

きなかった最大の問題だった。もちろん、メガネ型への字幕表示技術もまだ開発途上であり、今回

の調査データなども参考にして、2020年に向けて改良していくことができると確信している。改良点

はいくつかあるが、字幕の色分け表示、字幕表示位置の安定性、字幕表示位置の拡大、メガネ自

体のかけ心地の改善などがあげられる。こうした改善に加えて、UDCast の優れた点として、当事者

が使用時にインターネットに接続する必要がないため、大型地震や火災などの災害が発生した場

合の緊急避難誘導などに、極めて有用である点も見逃せない。緊急時に、表示情報を多言語によ

る災害情報や避難情報に切り替えて対応できるようにするなど、UDCast の機能を生かした更なる

改良・開発により、UDCast のメリットを最大限向上させられることが大いに期待できるものである。 

 

 

将来計画 

今回の実施調査を踏まえて、やはり UDCast 対応機器の開発が喫緊の課題だと思われる。メガネ

型端末の改良を中心に、とりわけ 2020 年に向けて改善を加えることが求められるが、それには、
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メーカー側の協力なくしては難しい。また、メーカー側の協力を得るにはビジネスにつながる必要

がある。映画館の対応については、すでに日本映画製作者連盟や映画館の組合である全国興行

生活衛生同業組合連合会が、今年度からの UDCast 導入を正式に決めているので、UDCast がス

タンダードになるものと思われる。全国に 3,000 スクリーンある映画館での利用だけでも一定程度の

数量にはなる。しかし、やはり、映画鑑賞だけでなく演劇や芝居、コンサートなどさまざまな利用の

促進が課題であり、また、多言語表示によるインバウンド向けのビジネスチャンスの拡大も課題であ

ろう。2020 年の東京オリパラに向けて、UDCast は大きなビジネスチャンスと期待できる。 

 今後は、今回の調査結果を踏まえて、ヒヤリング・アンケートの調査対象を広げ、より精度の高い

情報収集とともに、開発側へのフィードバックを進めたい。また、機器の改良と併せて、更なる普及

に向けた対策を経年的に拡大していきたい。その際、映画の著作権利用を促進する施策も必要で

ある。専門家を交えて、映画の著作権利用に関する指針の策定、また文化庁への提言なども必要

である。2020 年までの 3 年計画を策定し、今年度 2017 年からは UDCast 対応機器を使った上映

実験にメーカー側の開発者も参加し、更に緻密な改良を加えるような調査・実験を実施したい。 

 

以上
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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〜 

株式会社ＪＴＢコーポレートセールス 

 

実施団体 株式会社ＪＴＢコーポレートセールス 

実施時期 2016年 11月～2017年 1月 

場 所 大分県 

概 要 多文化が共生する国際観光都市、大分県別府市を舞台に、2020年に向

け、多様性・寛容性のモデルとなる市民意識形成に向け、地元企業、

大学、市民が参画したコンソーシアムを編成し、ワークショップを実

施。車いす体験、障害者、外国人、LGBT誰もが入れる温泉の入り方講

座などを実施。 

効果検証方法 ・寛容性・多様性を育んできた別府で実践を基に知見をまとめ、可視化する

効果 

・各参画団体の「別府ダイバーシティアカデミア」実施の総括と、今後、２０２

０への向けた機運醸成に向けた、それぞれの団体での別府における活

動ビジョンや、活動目標などをレポートとして提示 

・イベント・ワークショップ参加者へのアンケートを通じ、別府の持つ多様性・

寛容性についての意識や、２０２０に向け、別府を舞台にできることなどの

当事者意識がどう育まれたかを検証 

 

試行プロジェクトの概要 

実施目的 

大分県別府市は、港町として開けてきた。そのため、域外から流入し、商売を始めて定住するも

のも多い。別府の気質として、不要な詮索をしない、世話を焼きながらも人との距離感を大切にす

るといった寛容性があるといわれており、人の流入を促進したと考えられる。また、別府市は、障が

い者スポーツおよび社会進出の先駆者である中村裕博士の出身地でもある。中村裕博士は、英

国留学で、障がい者を当たり前に受け入れる社会環境に衝撃を受け、帰国後 1961 年に第 1 回大

分県身体障害者体育大会の開催に尽力した。本委託事業では、別府のキーパーソンおよび有志

市民を巻き込むプログラムを構成した。2000 年に別府市に開学した立命館アジア太平洋大学

(APU)やゲストとして招聘した他地域の自治体職員等の視点を取り込むことにより、別府市民が「多

様性」「寛容性」をキーワードに、市民意識、市民生活をより向上させることを図った。 

プロジェクトの全体像 

本プロジェクトにおいては、別府市民の市民である誇りの醸成を図るため、以下に示す 6 つの催
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しを集中的に展開した。 
 

プロジェクト名 開催概要 

別府事業人まつり 
日時：2016 年 11 月 23 日（祝）13:30〜16:00 

場所：ゆわいの宿 竹乃井ホテル 

別府ダイバーシティアカデミア 
日時：2016 年 11 月 24 日（木）14:00〜19:00 

別府市公会堂 

APUダイバーシティプレゼンテーション会 
日時：2016 年 11 月 25 日(金)〜26 日(土)  

場所：ことばハウス 

卓球バレーエキシビジョンマッチ 
日時：2016 年 11 月 27 日（日） 

場所：JR 別府駅コンコース 

温泉国際平和会議 
日時：2016 年 11 月 27 日(日) 

場所：湯治柳屋 別荘「七草」 

BEPPU ダイバーシティウォーク 
日時：2016 年 11 月 28 日(月) 

場所：鉄輪地区 

 

試行プロジェクトの取組み内容 

試行プロジェクトの内容 

(1)別府事業人祭り 

■取組み内容 

小規模企業振興基本法（小規模基本法）の活用促進を通じて別府の事業者が誇りを持って新た

な事業に取り組む機運を作るべく企画した。本企画の核となったのは、同法成立に尽力した人物

の中から､自身が小規模事業者でもある宮本周司議員と、中小機構等を中心に「小規模基本法」

の価値を全国に伝え歩いている立石裕明氏をコアメンバーとした講演会である。また、地元の経営

者を招き、震災からの復興などの取組み事例と別府の商売人のスピリッツを来場者らと共有した。 

温泉旅館経営者や、市内の小規模事業者、金融関係なども含め 50 人以上の集客があった。 

 

(2)別府ダイバーシティアカデミア・シンポジウム 

スペシャルトークセッション「私たちは日本一進んだ街に住んでいた！」 

■取組み内容 

第 1 部「女性活躍のパイオニア 別府の女将たちのしなやかさ」 

温泉旅館の女将が集う「女将の会」より４名を招き、日々の活動を中心に「女将」という職業をひも

とき、同じ女性として活躍する別府市料飲協同組合の方からの視点も交えて別府という街の特性に

関してお話ししていただいた。ホテル白菊の西田社長、別府市長の長野恭紘氏、コメディアンの小
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松政夫氏らにも登壇いただき、男性目線からの「女性活躍」など、さまざまな視点から「別府」と「女

性」を考える時間となった。 

登壇者より提示されたテーマとして、2019年ラグビーワールドカップ・2020年オリンピック・パラリン

ピックに向けて、おもてなしの体制を築くことが重要な課題であり、別府という街をスナックも含めて

安全に楽しめる情報共有と案内体制を整理していく必要性が訴えられた。さらに人手不足も大きな

課題となるが、8,000 人の学生がいる別府ならではの「おもてなしのスペシャリスト」育成のために、

学校教育の中に観光に特化した学部や学科を作る動きも求められるとの意見が示された。 

 

第 2 部「別府が生んだ日本パラリンピックの父 中村裕伝説」 

『障害者スポーツの父といわれる中村裕博士の足跡、別府との

歩みを振り返りながら、2020 年に向けて、別府が主役としてでき

ることを考えていく』という内容で、2 部構成で進行した。 

（前半）中村裕博士トーク 

1964 年東京パラリンピックの立役者となった中村博士が別府に

創設した「太陽の家」について関係者の方々にお話しいただいた。 

障がい者にとっての別府の進んだ「雇用環境」「バリアフリー」は他県に比べてはるかに進んでい

るものの、課題はまだたくさんある。一例として、障がい者用の温泉があるのも別府の大きな特徴で

はあるが、あくまで障がい者と健常者がともに入らないといけない環境である。障がい者1人で入浴

できるようにすることは、障がい者の自由度を向上させるため、更なる観光客増加が見込まれる

2020 年までには改善していたい事項である。こういった課題解決のためには、さらに深いコミュニ

ケーションが障がい者と健常者の間に必要であるとの意見でまとまった。 

（後半）パラリンピックトーク 

障がい者アスリートの方々にご登壇いただき、過去のパラリンピック出場の経験談や、パラリンピッ

クの現状、練習環境、2020 年のオリンピックに向けて必要なことをお話ししていただいた。 

別府はトレーニング環境や障がい者への環境が充実しているため、たくさんの選手が集まる。一

方で、その選手達を育成するコーチが不足している。コーチの育成が課題となるといった問題提起

や、障がい者スポーツの認知度をあげていくことが必要だ、などの議論が交わされた。 

 
 

第 3 部「混ぜる教育混ざる街立命館アジア太平洋大学から生まれた奇跡」 

立命館アジア太平洋大学(APU)を題材にした書籍「混ぜる教育」を軸に、APU の「混ぜる」につい

てのディスカッションや、メディアや他県からどのようにAPUが見えているのか、「APUと別府の混ざ

り方」「APU と企業の混ざり方」などについて議論した。 
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別府市役所職員や APU の在学生も登壇し、別府の街で国際学生が日常生活を通じて市民と仲

良くなっていく様子や、店舗の主人が卒業して母国に帰った国際学生の結婚式に招かれることも

珍しくないなどのエピソードを披露した。 

また、内戦のあったリベリア出身の車いすを使う学生は、大学や交通機関をはじめさまざまなケア

により日常生活が送れていることなどを紹介した。最後は、別府市役所からの登壇者が、熊本地震

時の避難所では、被害はないが不安に駆られて避難所に集まった学生らが、後には避難所で高

齢者のサポートをするなどの光景があったことを紹介した。また、多様性のある街だからこそ災害弱

者を生まない工夫が必要であると語った。 

 

(3)APU ダイバーシティプレゼンテーション 

■取組み内容 

多様性を体現する立命館アジア太平洋大学の魅力・ポテンシャルを学生自身が発信することで、

「APU がある別府」への期待を醸成することを目的として実施した。期間中、学生団体が多様性の

下に集まり、「APU と別府をつなげる」ことをコンセプトとして企画を実施した。 

1 日めは、プレゼンテーション形式で海外インターンシップ実施団体の紹介を行ったほか、市民

を交えた自主ゼミ、3 か国の楽曲をギターで紹介するイベントなどを行った。 

2 日めは、10 人に 1 人の割合でいるとされている LGBT についてのアウェアネスを高め、LGBT

の当事者が生きていく上で壁となっている問題、障壁について話し合い、参加者の理解を深めた。

また、APU の留学生らが 4 カ国 5 種類のカレーをふるまって多様な食文化を感じてもらった。 

 

(4)卓球バレーエキシビジョンマッチ 

■取組み内容 

卓球バレーとは、障害の有無や年齢に関わらずできる別府発祥の

ユニバーサルスポーツである。2016 年夏にはリオデジャネイロで本競

技のデモンストレーションが行われた。「共生」を改めて感じられる機

会として、この卓球バレーという競技を取り上げた。 

計 15 試合、学生スタッフと太陽の家の障がい者の方々と一緒にエ

キシビションマッチを行った。子どもからお年寄りまで、足を止めて見学をする通行人も多く、積極

的に声かけを行い試合に参加してもらうことができた。試合は、マイクでの実況解説も行われ、初め

て見学・参加する人にもわかりやすいものになった。 
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(5)温泉国際平和会議 

■取組み内容 

「どんな国際問題が起きても、卒業生同士が別府に集まって温泉につかりながら語らうことで解決

する」という、立命館アジア太平洋大学が開学当時に掲げた未来の理想を先取りして、10 カ国から

10 名の現役の多国籍学生が理念に思いを巡らせた。時事問題も話題にのぼり、国際間協調も睨

んだリーダーシップのあり方や、あるべきリーダー像そのものに各国の違いがあっても相手国への

敬意をもって問題の本質を見抜き、解決に向き合う姿勢を自分たちの世代は持つべきではないか

といった議論が交わされた。 

 

(6)BEPPU ダイバーシティウォーク 

■取組み内容 

APU の多様性というポテンシャルを今後、別府がどのように活用していくことができるのかを検証

するべく、10 カ国からの学生と車いす障がい者、市役所職員らが一緒に多彩な視点で街を歩き、

考察した。 

参加者は二組に分かれ、ガイドと通訳とともにまちを歩いた。まち歩きでは、現在の石畳と昔の石

畳の対比で街なかでのバリアフリー化への配慮などを学んだ。その後の懇談会では車いすのふた

りが歩いて感じたことを共有し、学生達と国内外の観光地でのバリアフリー化の実態とハード・ソフト

の両面からの対応を議論した。 

本企画のまとめとして、最後に学生だけで総括を行った。具体的な意見として、買い物をする場

所や英語表記の看板の必要性などが出された。また、APU の人的資源を活用し、それぞれの国向

けに異なったコンテンツを掲載するアプリやウェブなどの作成も提案された。 

 

プロジェクトに関する広報 

別府ダイバーシティアカデミアの実施にあたっては、ポスター、チラシの制作と配布活動を実施し

た。また、プレスリリース配布や、地元新聞社の協力によるＰＲ活動を実施した。 

ポスター2 種（合計 1,000 枚）、チラシ 3 万枚を作成し、プロジェクト関係団体や APU 関係者、市

内の旅館関係者、商店街、公衆浴場などへ設置を促した。このほか、別府市役所の協力を得て各

自治体にも配布した。PR 活動としては、別府市市政記者クラブへイベントチラシを配布したほか、

関係者の協力を得て地元テレビ番組等で告知を行った。また、ホームページや Facebookで広く情

報発信を行い、事業に関心のある人々との関係づくりを促進するためにリアルタイムな情報発信を

実施した。 
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効果と課題 
 

各プロジェクト実施による効果 

 

(1)別府事業人祭り 

別府市の独自性は、別府市の温泉街ならではの寛容性が、人流を活性化させてきたこと、そうし

た外部人材を巧みに取り込んできたことで作られてきた。この独自性をベースに、国が小規模事業

者を主役とする方向への施策も生まれていることを共有。現在も別府でユニークな事業者が生まれ

る文化を持っていることも踏まえながら、小規模事業者の意識革命の起点のひとつ、モデルとなる

バックグラウンドを持った街が別府であることの意識とともに、ビジネスプレーヤー同志がつながる

機会ともなった。 

 

(2)別府ダイバーシティアカデミア・シンポジウム 

別府がダイバーシティ先端都市であることを、その歴史を育んできた温泉旅館・観光関係者や太

陽の家関係者、APU 関係者や学生、行政関係者が改めて振り返り、市民とともに、別府市民として

の誇りを紡いでいくという主旨のイベントはこれまで行われたことはなかったため、別府市役所も含

め、その意義に関して高い価値を認める声も大きく、地方創生の時代に改めて、別府市の持つ特

色やアピールポイントを共有することができた。 

同時期に、全国温泉サミット的に行われた別府市主催「温泉アカデミア」と並んで、何らかの形で

今後も継続をさせるべきであるとの意見も多く聞かれた。 

 

(3)APU ダイバーシティプレゼンテーション 

APU の学生によるダイバーシティをテーマとした自主企画として設計した。APU の複数の団体が

キャンパスで取り組んでいるディスカッションや活動を、別府市街の中心地で、公開の形で実施す

る機会は少なく、多国籍の学生による交流や、食も含めたその文化の紹介、そして LGBT 当事者

によりマイノリティの問題が話し合われた。ディスカッションには市民の参加もあり、今後もこのような

APU 学生と市民の交流・活動の機会があったらいいという考えが共有された意義は大きかった。 

 

(4)卓球バレーエキシビジョンマッチ 

本プロジェクトにおける協力団体である「太陽の家」との企画準備において、「かつて障がい者と

健常者がともに楽しめる競技を市民イベントとして行っていた」との情報を、関係者に相談したとこ

ろ、現在では「卓球バレー」がそれに最も近い競技であることの説明を受け、全国大会や世界大会

も行われている同競技のデモンストレーションを行うことにしたが、JR 別府駅の快諾もあり、駅コン
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コースで実施できたことで、駅を通りがかる国内外の旅行者も足を止め、飛び入り参加者も多数出

るなど、理想的な PR の場が実現できた。 

 

(5)温泉国際平和会議 

別府に国際大学が生まれたことの意義や理想として語られることが多かった APU の可能性を具

現化するイベントとして多国籍の学生によるテーマディスカッションが行われたが、90 か国の留学

生が在籍する APU でもキャンパスを離れ、それぞれの国を代表し、その政治スタンス、文化も踏ま

え、理想のリーダー論や、国際間問題解決などを話し合う機会は少ない。こうした多国籍の人間に

よる、温泉という場でのディスカッションを容易に実現させることができる APU の特殊性は、別府で

しかありえないことを改めて参加者・関係者が理解する場となり、別府が率先してできる、若い世代

も含めた国際間問題への提言など、「別府だからこそできること」を認識する場となった。 

 

(6)BEPPU ダイバーシティウォーク 

市街地の温泉街に比べて、坂に面し、道の起伏も激しく、それゆえに独特の味わいを持つ鉄輪

地区を舞台に、車椅子での参加者、留学生など、さまざまな属性の市民や学生が集って、歴史と

街の特色に触れながら、それぞれの視線から改善点を語った本企画は、2020を迎え、インバウンド

が加速していく環境下で、不便を解消するという観点にとどまらず、観光地が活性化し、消費も促

進するための視点からもアイデアが出された。また別府市の関係者も参加したが、留学生の多いこ

とが街という強みという自覚がありながらも、国際大学が当たり前に存在するがゆえに、それを具現

化する横断的な企画が行われることが少なかったため、今回の企画はその突破口的な企画として

意義を認める声が多かった。 

留学生からの意見の中には、市街地から観光地である鉄輪までバスで来れることを知らなかっ

た、観光案内はランキング付けすると外国人は周遊しやすい、などプロモーションを改善することで

比較的容易に解消されるものもあり、こういった意見が表に出たことは意義があった。 

 

総括 

本プロジェクトを通じて、別府市民が自分たちの暮らす「別府」の長所を再確認し、、どのような強

化と改善を行っていくべきなのかを考える機会となった。 

 

ポイント 1：外部目線だからこそ実現できた企画 

地域の価値を客観的に判断できるのは外部（ヨソモノ）の視線である。そうしたさまざま価値を組

み合わせて、浮き彫りにすることは、地域のチカラではできないことが多い。実際、本企画の各プロ
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グラムは、さまざまな関係者の意見によると、別府の行政や事業者起点では、このようなキャスティ

ングやプログラムは組みにくいという声もあった。 

その面からも、2020 に向けたオリパラの機運醸成と、別府がダイバーシティ先端都市であるという

価値を言語化し、市民の誇りを紡ぎだすという次元の大義があったことによって、既成のしがらみを

抜きに企画推進が可能となり、別府にとっても画期的な出来事であったと評価されている。 

また、プレイベントとして開催したAPUの留学生が温泉に親しむイベントでは、同時期（2016年10

月）に話題となった、温泉マークを外国人向けに改編する議論を取り上げた。その中で多くの留学

生が「意味があって日本にマークとして存在しているものを外国人のために変えることは、日本文

化を損なうことではないか」「それは外国人にも喜ばしいことはない」などの意見が出て、この議論

は、別府市や別府の温泉館関係者の中でも大きくクローズアップされることとなった。 

 

ポイント 2：キーパースンの顕在化 

今回、企画に関わったメンバーは、行政や観光業・飲食業・教育・福祉・防災などさまざまな分野

で、イノベーティブな活動を実践しているキーパースンである。今回の企画により、そういった各分

野で展望を持ち、実践できる可能性のある多世代な人材を顕在化できた。また、すでに顕在化し

ている人材同士が業種を越えて結びつく機会とすることができた。 

これにより、別府がダイバーシティ先進都市としての誇りを土台にしながら、別府市民を巻き込ん

だどのような機運醸成と、プログラムが可能か、全国に先駆けて別府が示すことのできるモデルは

何かについて考えるプラットフォームを作ることができた。 

 

ポイント 3：別府ができることの意識共有 

ダイバーシティをキーワードに別府を分析し、議論の機会を設けたのは、今回が初めてのことで

ある。その根拠となった①中村裕博士が創設した太陽の家での障がい者雇用や、②同博士の障

がい者スポーツのパイオニアとしての役割、③太陽の家の存在が自然に市民と障がい者との自然

な距離や所作を生み出していること、④APU 開学により 90 か国の留学生が、17 年の時を紡いで、

市民と外国人が待在あったという事実は、市民にとって当たり前の事実であり、風景であるが、今回

改めて、そうした事実が別府の突出した特色であり、2020 以降の日本が目指していくべき人の共

生モデルであることを提示した。 

そうした意識の共有は、今後市民の誇りとして反映されていくだけでなく、なぜ別府がこうしたダイ

バーシティ都市としての歩みを重ねたのか、さらに進化できることとは何か、それを総括することに

よって、ダイバーシティを掲げる国内の地域にも、知見を提供するなど、別府の使命を考えていく
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最初の機会になったと考えている。 

 

課題 

当該事業により明らかとなった課題について、参画・協力していただいた機関に着目して整理す

ると以下の点があげられる。 

 

●わかりやすさの追求 

今回の別府ダイバーシティアカデミアの意義は、今回の企画に携わったキーパースンや企業・団

体に共有された。今回の事業参加者はダイバーシティの価値に対する世界的潮流や価値を比較

的理解していた。しかしながら今後はダイバーシティという言葉に触れることの少ない層にも、訴求

していく必要がある。その意味では、今回の試みで得られた知見や価値、意義をわかりやすいテキ

ストやキーワードにし、より市民に浸透させていくことが重要であると感じられた。 

 

●行政連携 

今回のプロジェクトは、行政主導型ではなく、別府のダイバーシティをつくりあげているステークホ

ルダーがその意義を感じて連携し、推進させた。一方、2016 年は別府市役所が初めての試みとし

て、全国の温泉地が別府に一堂に会して、温泉産業の可能性や施策、効能についての科学的ア

プローチや海外事例に学び、交流を行う「ONSEN アカデミア」が同じく 11 月に初めて実施された。

それぞれ異なるアプローチで別府をテーマとしたことで、スピンアウト企画としての位置づけになり、

同じ時期にも関わらず、最終的に別府市の協力や市長・副市長の登壇など、当初以上に緊密な連

携が可能となった。今後は企画段階からの有機的な連携を図っていくことを双方で確認している。 

温泉地という強みをさらに活かし、ダイバーシティを推進していくための政策も進めていく必要が

ある。本プロジェクトにて、車いす使用者でも足湯が楽しめるようにするための施設拡充を求める意

見があった。また、別府市としてLGBTでも温泉を楽しめるよう検討を進めているとの話題もあった。

こういった案を市民から吸い上げ、そして実現していく、市民と行政の連携が重要である。 

 

●市民の巻き込み 

わかりやすさの課題のところでも記したが、ダイバーシティの価値をわかりやすく表現し、それに

ひもづいたテーマ設定での、市民主導によるシンポジウムや、ワークショップなどを草の根レベルで

実現させていくことが今後は重要である。 

 

●教育機関 

今回は教育機関の連携は大学のみであったが、ダイバーシティ教育や、ダイバーシティ先進都
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市が別府であることへの気づきを創出することは、今後の別府に有用な人材を輩出していく上では

重要であり、特に中学、高校などの若い人材の巻き込みが重要である。 

別府が生んだパラリンピック生みの親である中村裕博士や、太陽の家の歩みなどは、現在の別

府市民に浸透しているとは言えない。2020 に向けては、こうした若い人材が別府プライドとともに、

先頭に立って機運醸成を行うことが必要と考える。 

 

●県外との連携 

ダイバーシティへの意義への理解が基本的に通底する県外の自治体との連携によってそれぞれ

の考えや、環境、人的リソースによって異なる施策なども比較しながら、ダイバーシティの先頭ラン

ナーとの連携で、市民意識を醸成していくことも検討していきたい。 

そのためにはリーダーシップをもって定期的に企画できる存在の育成が必要となる。よそ者の寛

容性は優れているものの、地元の人間をまとめ、2020 年に向けて導いていくには責任を担える人

材が必要である。 
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将来計画 

 

以下に示す課題を踏まえた将来計画（提案）は、当該採択プロジェクトの実施経験を踏まえた 

ものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

2021年 

 

2020年 

 

2019年 

 

2018年 

 

2017年 

□2016年実施の総括  
■主要メンバーによるディスカッション 
■別府ダイバーシティ推進への仮説・戦術構築 
■行政連携・教育連携・ダイバーシティ関連団体との連携体制の充足 
■実施体制の構築  
■イベントの実施 

□2017年実施の総括 
■2020に向けたダイバーシティ推進のシナリオづくり 
■2019年ラグビーW杯（大分会場実施含）に向けた啓蒙イベント・ 

 キャンペーン構築 
■「別府ダイバーシティ都市宣言」 宣言文 アクションプログラム 
■県外・国外連携模索 
■小中高向けダイバーシティ教育プログラムの実験的構築 
■市民向け「ダイバーシティブック」の発刊 

□2018年実施の総括 
■「別府ダイバーシティ都市宣言」に基づくアクション 
■2019年ラグビーW杯での啓蒙イベント・キャンペーン実施 
■2020における別府ダイバーシティイベント準備 

□2019年実施の総括 
■「別府ダイバーシティ都市宣言」に基づくアクション 
■2020東京オリンピック・パラリンピックと連動した別府市民発 
イベント 
■ムーブメントの形成 

 

□2020年実施の総括 

2021年以降「別府ダイバーシティ都市宣言」に基づくアクションの継続 
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障害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 

 

実施団体 社会福祉法人愛成会 

実施時期 2016年 11月～2017年 2月 

場 所 東京都 

概 要 中野地域商店街と連携し、街中空間を活用して、障害者の優れた芸術

作品を用いた国際的なアール・ブリュット展の開催や多様な表現に触

れることのできるステージイベント等を実施。このような取り組みか

ら人と人が出会い他者理解を深め、共生社会の実現につなげる。 

効果検証方法 ・街中空間を利用して作品を展示することにより、普段芸術作品と触れる機

会のない人が芸術文化と出合う場面が増える 

・障害者が制作する芸術作品のなかでも芸術性の優れた作品を展示する 

ことにより、障害者に対する認識の変化や、障害の理解、他者理解へと

つながり、ひいては協働の街づくりの新しいモデルとなる 

・来場者や関係者等へのインタビュー／アンケートにより効果を評価 

 

試行プロジェクトの概要 

実施目的 

障害者の優れた芸術作品を用いた国際的なアール・ブリュット展の開催や多様な表現に触れるこ

とのできるステージイベント等を実施する。全ての取り組みを地域関係者との連携のもと、街全体の

取り組みとして実施することで、街を利用する不特定多数の方を対象としたイベント実施が可能と

なる。本事業は、このような地域社会との連携によって生まれる効果を活かし、障害の有無や性別、

年齢、国籍に関わらず多様な人の出会いや交流の場を地域の中で展開し、人と人との交流を通じ

た相互理解を育む機会として、共生社会の実現に寄与するものとして実施する。 

 

実施概要 

① 実行委員会の開催（2016 年 10 月から 2017 年 2 月にかけて三回実施） 

② 作品調査及びアール･ブリュット国際フォーラムの打ち合わせ（中国、タイ） 

③ 障害者の幅広い表現を展示する大規模なアール・ブリュット展の開催（東京都中野区の公共施

設および街なか、東京都港区の国立新美術館） 

④ 障害者の創作活動に関する国際フォーラム・パフォーマンスの開催（東京都中野区） 

⑤ 報告書の作成 

⑥ 広報活動（2016 年 11 月上旬～2 月上旬） 

 

取組み内容 

1. 実行委員会の開催 

－363－



 

 

全 3 回の実行委員会を開催した。委員として地域商店街の方をはじめさまざまな分野の方に参

加いただき、地域・社会に向けた幅広い事業の周知を行った。また、委員との相談をもとに事業実

施における意思決定、課題の把握、調整、検討及び進捗管理を委行うことで、より円滑な事業実施

と質の向上に努めた。 

実行委員会では、展示内容や、外国人や障害のある鑑賞者への対応をどのようにするか、開催

地近隣の施設の協力模索、伝統芸能や既存の文化芸術を含む来年度の展開に向けた意見交換

を行った。 

 

2. 作品調査及びアール･ブリュット国際フォーラムの打ち合わせ 

中国 

① 【上海】WABC  

ステージパフォーマンスやマラソン等、多数のイベントを開催する団体で、絵画が得意な障害者

向けのアトリエを訪問した。思いのままに創作する時間とあわせて、画材の使い方や立体感覚を醸

成するための講義も行っている。また、作品を利用した商品開発や複製画の販売なども活発に

行っている。 

 

【上海】コレクター宅 

美術関連の書籍を出版する出版社の副社長であり、アーティストでもある張 天志氏のアトリエを

訪ね、自身がコレクションする 3 名の作家の作品を見せていただいた。大型の作品が多かったため、

今回は、持ち帰りが可能な小型の作品のみ借用した。借用がかなわなかった大型の作品は、中野

南口駅前商店街に展示するバナー用として作品画像をお借りした。 

 

【南京】南京社区原生芸術スタジオ 

南京市内に住む障害のある方を中心として、精神障害、知的障害などの障害種別や年齢を問わ

ず約 30 名が在籍する創作スタジオを訪問した。20 代 30 代の利用者が大半を占めるほか、未成年

者も数名在籍している。 

ここでは、日本での出展作品をお

借りしたほか、代表である郭海平

（グオ・ハイピン）氏への国際フォー

ラムでの登壇依頼と講演内容につ

いて打ち合わせを行った。 

 

【河南省】美術家 郭景涵氏 アトリエ 

中国の国家一級美術師であり、彫塑家として活躍されている郭景涵氏の事務所を訪問し、2010

年に郭氏がキュレーターを務めた九 连 山
ジウリエンシャン

帳 簿
ジャンシュー

展の展示作品についてお話を伺った。河南省

新郷市の農村で行われる「帳簿」という儀礼は全 4 段階あり、特定の方々が突如、天命を受けて文
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字様の記号や図柄をしたため、祈願を成就させるために重陽

節（旧暦の 9 月 9 日）にそれらを読み上げた後、全てを焼却す

ることをもって完結する。作品は天から知らせが降りてきた時の

み描かれ、重陽節までその地域で保管されることから、訪問時

は現物を拝見することや作品の借用には至らなかった。 

 

② 【北京】Tabula Rasa Gallery  

2015 年から「ART SU」というアマチュアアート展を開催しているギャラリーを訪問した。ART SU は

2015 年と 2016 年に北京市内で開催され、展示はアール・ブリュット、アニメ・コミック、アマチュア

アートという 3 つのジャンルに分けて構成されている。Tabula Rasa Gallery では、経営者の刘亦嫄

氏が「Almost Art Project」として自己財源による作家の発掘から作品保管、エージェントまでを無

償で請負い、アマチュア・アーティストの活動を支援している。これにより、高齢者や低所得層の作

家など幅広い方が社会へとつながる機会が作られている。大きな作品が多く、持ち帰りが困難で

あったため、画像をお借りしてバナーでの展示を行った。 

 

③ 【北京】長征空間 

中国の現代アーティストとして活躍した作家、郭凤怡氏の作品を保管する美術館を訪問した。

ヴェネチア・ビエンナーレへの出展で、現代アートとして認められ始め、アール・ブリュット作品とし

て出すことに抵抗を示されたため、今回は借用を諦めた。 

 

④ 【北京】罗铮(ロ・チェン)氏 アトリエ兼自宅 

これまでに個展の開催や東京藝術大学とのコラボレーション等、

幅広く活躍する作家の自宅兼アトリエを訪問した。音楽にインス

ピレーションを得て描く彼の作品は、音階やリズムを視覚化させ

た、踊るような描写で描かれた色彩豊かなものが多く、自宅で大

切に保管されていた。作品が大型であり、事前の調整も不十分

であっため、借用には至らなかった。 

 

⑤ 【北京】吴 玉禄(ウー・ユールー)氏アトリエ兼自宅 

元々は趣味で始めたロボット作りであったが、現在では研究所

などから制作の依頼を受けることもある。これまで、新聞や各種メ

ディアにも数多く取り上げられ、以前、京都でロボットが展示され

た経験もある。制作したロボットを拝見し、制作風景も見学させて

いただいた。持ち帰りが困難なため、今回は借用をしていない。

写真は制作中の様子。 
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タイ 

①  ジュンポン・チナプラパート氏のスタジオ訪問 

タイへの訪問時期が展覧会の直前であったため、現地で絵画療

法のスタジオを開室するジュンポン氏に事前に調査いただき、同氏

が挙げた10名の現地作家の候補から、日本での出展作品を選定し

た。また、「アール・ブリュット国際フォーラム＆パフォーマンス」で、

日頃の取り組みについて発表していただくためにお話を伺うなど、

講演の事前打ち合わせも行った。 

②  レインボールーム訪問 

障害のある方々のご家族がタイ・バンコクに設立したレインボールームという財団を訪問した。レイ

ンボールームは、現地にて障害者の相談窓口としての機能を担うほか、障害のある方々とともに取

り組むアートイベントやチャリティマラソンなどを開催している。 

団体の代表であるロザリーナ・アレキサンダー氏にタイでの障害者福祉の現状や創作活動の取り

組みなどについてお話を伺った。また、団体が持つ幅広いネットワークを活かし、今後のタイにお

ける発掘調査をどのように展開することが可能であるかについて意見交換を行った。 

 

まとめ 

【中国】 

今回、中国の北方地域（上海以北）の団体や個人を訪問し、数多くの作品・作家と出会うことがで

きた。中国では、過去 2 年の間にアール・ブリュット（原生芸術）という呼称と、関連する活動への注

目が急速に高まりつつあり、政府がアトリエを提供したり展覧会を経済的に支援したりするケースも

出てきている。作品の二次利用による商品展開や低所得者や高齢者を含むアマチュア・アーティ

ストを発掘・支援する取り組みも見られた。 

深刻な経済格差が存在する中国において、創作を通じて障害のある方々、低所得者、高齢者と

いった社会の周縁にいる方々が社会とつながり、活躍する場がつくられる様子を今回の訪問の中

で見ることができた。今後、東京オリパラ大会に向けてアジア圏の作家層を厚くしていく上でも、今

回の訪問先と継続的に連携しつつ、他の地域を開拓していけるような体制を築いていくことが重要

だと考えている。 

 

【タイ】 

仏教国として知られるタイでは、日々の生活に密着する形で、いたるところに仏教美術があふれ

ている。また、小中学校の義務教育期間中には美術の時間が設けられており、絵を描く、物をつく

るといった表現はタイの人にとって身近なこととして根付いている。 

しかし、障害者の創作活動や、どのジャンルにも属さないような独自性のある作品が表に出る機

会はほとんどない。それはアール・ブリュットという概念自体がなく、正規の美術教育を受けてない

人の作品が「価値ある芸術」として扱われていないからではないかと考えられる。今回の調査発掘
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では、タイの美術関係者や福祉関係者に、そのような視点を持ってもらうことに注力した。今回訪問

したジュンポン氏のスタジオやレインボールーム財団との繋がりはその第一歩であり、次年度以降

の作品の発掘につながると感じている。 

 

3. 障害者の幅広い表現を展示する大規模なアール・ブリュット展 

【アール・ブリュット―人の無限の想像力を探求する 2017―の開催】     

街中アール・ブリュット展 

【会場 1～3】 

1. 中野サンモール商店街 空中ギャラリー／毎日の平均通行者数：約 5 万人  

2. 中野ブロードウェイ商店街 階段ギャラリー／毎日の平均通行者数：平日 2~2.5 万人  

土日祝 5 万人強 

3. 中野南口駅前商店街 看板ギャラリー／毎日の平均通行者数： 約 2 万人  

中野駅北口を出て目の前にある中野サンモール商店街の中に縦 1.8×横 3 メートルの大型作品

バナーを 8枚設置した。中野サンプラザと国立新美術館に展示している作家から 14名の作品画像

が、続く中野ブロードウェイ商店街へと誘導した。ここでは、階段沿いにパネルを設置し、2017 年に

フランスのナント市にて開催する日本のアール・ブリュット展への出展候補作家の作品やナント市

の文化に関する取り組みなどについて紹介したほか、1F の北側入り口付近では、古賀翔一さんの

作品展示を行った。 

駅の反対側となる南口から大久保通りへと繋がる中野南口駅前商店街では、中国、タイのアー

ル・ブリュット作品のバナー23 枚を展示した。こちらの会場では、商店街の方々の手でバナー設置

が行われている。 
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【会場 4・5】 

4. 三井住友信託銀行 中野支店 ロビー展示／ 

出展作家： 石野 敬祐 （2 月 3 日まで）梅木 鉄平 （2 月 6 日から） 

5. 西武信用金庫 本店 ロビー展示／出展作家：澤田 真一 

中野駅の北口すぐのところにある銀行のロビーでは、この時期に限らず常時作品展示を行い、2

か月に一度新たな作品を

紹介している。また、中野

駅の南口の『西武信用金

庫 本店』では、昨年から

引き続き、銀行のロビーに

て作品展示を行った。 

 

【会場 6】 

中野サンプラザ 1F ロビー 

来場者数： 1,160 名／展示作品：74 点／出展作家：10 名 

【日本作家 7 名】木村 茜、木村 全彦、久保田 洋子、古賀 翔一、澤田 真一、清水 ちはる、 

戸谷 誠 

【中国作家 3 名】李昌胜（リー・チャンション）、凤英（フォンイン）、小燕子（シアオイエンズ） 

中野のシンボル的な建物である「中野サンプラザ」の 1 階ロビーに設けた展示会場では、中国と

日本の作家 10 名の作品を展示した。 

 

 

 

 

 

 

【会場 7】 

国立新美術館 企画展示室 1E 

来場者数：8,672 名（内、外国人 693 名）／展示作品：60 点／出展作家：14 名 

【日本作家 11 名】伊藤 広哲、梅木 鉄平、岡崎 莉望、齋藤 勝利、澤田 真一、魲 万里絵、 

辻 勇二、戸谷 誠、中島 涼介、濱脇 忍、本岡 秀則 

【中国作家 2 名】健
ジエン

健
ジエン

、乔 雨 龙
チャオ・ユーロン

／【タイ作家 1 名】Pichaya
ピ ッ チ ャ ー ・

 Lertsapcharoen
ラ ー サ ッ プ チ ャ ー ラ ー ン

 

 

新国立美術館での作品展示は、港区が開催する区内の障害者美術展の会場内にて実施した。

開館 10 周年を迎えた美術館では、記念イベントなどを目的に来られた方が多く、本会場にも知ら

ずに入ってこられる姿が見られた。じっくりと時間をかけて鑑賞される方が多かった。 
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【会場 8】 

いちばん身近な美術展 

アール・ブリュット de 街おこし展 2016 

場所：野方 WIZ 2F ギャラリー／出展作家：9 名 

池田 真悟、小津 誠、澤田 真一、魲 万里絵、高橋 和彦、辻 勇二、藤岡 祐機、 

戸次 公明、山崎 健一  

西武新宿線野方駅近くにある区民活動センターのギャラリーにて展示を行った。 

会場内では 1 月～2 月で開催する中野駅周辺でのイベントの告知を入れた展覧会チラシを配布

した。また、会場がある野方商店街では、それぞれ異なるアール・ブリュット作品のポスターを約 70

店舗に掲示し、スタンプラリーを開催する「ストリートギャラリー展」が商店街有志によって同時開催

された。 

 

4. 障害者の創作活動に関する国際フォーラム・パフォーマンス 

2011 年から毎年開催しているアール・ブリュットフォーラムに、福祉施設から誕生したロックバンド、

能とアール・ブリュットのコラボレーションなど、パフォーマンスの演目を加えて内容の充実をはかっ

たほか、国外における取り組みについて、中国・タイで障害のある方々の創作活動をサポートする

専門家等に登壇いただき、国内外の情報収集の場として開催した。約 180 人が参加した。 

 

5. 広報活動 

各展覧会のチラシ 3 種類（合計約 10，000 部）を 2016 年 10 月から 2 月にかけて順次作成、新聞

折り込みチラシ、郵送、会場施設や関連団体への配布、街中で配るなどの方法で配布した。 

また、Facebook ページ「アール・ブリュット Nakano」で 10 回投稿を行い、Twitter にも連動して同

回数を発信した。野方に関する投稿 2回、これらに対するリーチは 3,756人、いいね！は 161クリッ

ク、中野駅周辺での開催に関する投稿は 8回実施し、リーチ 31,444人、いいね！786人であった。 

 

効果と課題 

効果  

現在、東京都では 2020年に開催するオリパラ大会に向けて、アール・ブリュットや障害者のアート

作品の普及に向けた動きが活発化している。この機運をさらに高めるべく、昨年、都では渋谷区に

アール・ブリュット作品の常設展示場所を設けることが決定している。今後、アール・ブリュットがさら

に浸透し、理解を深めていく上では、都内において多角的な視点による展示機会を設け、あらゆる

層に向けたアプローチが大切であると考えている。 

 

作品展示、フォーラム・パフォーマンスイベント 

今回の開催では中野駅周辺の会場での展示を中心に、野方でのプレ展示、国立新美術館での

広報を兼ねた展示など、全 3 会場で開催し、延べ１万人を超える方々に日本と中国、タイのアー
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ル・ブリュット作品をご覧いただく機会となった。 

国内の作品とあわせて、中野南口駅前商店街では中国やタイの作品を展示し、「色が明るい作

品が多く商店街の雰囲気が明るくなった」との意見をいただいた。 

中野には、数多くの飲食店が並び、中国をはじめアジア系の外国人が集っている。今回の展示

では、それぞれの国の作品を通じて、その国の文化を感じる機会に繋がったのではないかと思う。 

また、｢国際フォーラム＆パフォーマンス｣イベントでは、最新技術を用いて伝統芸能である「能」と

「アール・ブリュット」のコラボレーションを行い、互いの文化の新しい形を実現することができた。 

アンケートのコメントには、障害について考えたことを書かれる方も多く、「出展者たちのセンスが

気持ちよいくらい表出されているのを見られて感動した。」「障がいという言葉は似つかわしくないよ

うに思える。異才というべきか。アーティストの方々の今後の作品も観続けたいと思った。」など、作

品との出会いから、作家の持つ障害そのものではなく、その才能や持っている力に感化されたコメ

ントが多く残されている。これらのコメントからは、差別的、排他的雰囲気はなく、親近感や好感、

もっと知りたいといった欲求が感じられる。 

このように場所や見せ方、他の何かとの融合により、より広い層の方が作品の魅力に触れることと

なり、作品の素晴らしさとともに、障害や多様な人の存在についても認識する機会となったのでは

ないかと考えられる。 

 

海外への発信、外国人への対応について 

今回、国立新美術館での展示で来場された外国の方の人数をカウントしたところ、約 700 名（※）

の方が訪れている。これに対し、常時ではないが、外国語ができるスタッフが対応する日を数日設

け、作品や企画についての説明などの対応を行った。 

※ 会場スタッフが外国人と識別できる範囲でのカウントのため、正確には表記よりも多くの

外国人が来場されたと推測している。 

 

インターネットを活用した情報発信 

普段から情報発信用に活用している Facebook、ツイッターでの発信のほか、イベント用のホーム

ページを立ち上げ広報を行った。また、英語表記のページも設け、海外の方への発信に努めた。 

ホームページからはフォーラム参加申し込みが 20 件ほど寄せられた。 

 

連携団体への効果 

展示場所である西武信用金庫や三井住友信託銀行中野支店からは、イベント期間中、普段の利

用客以外にも作品を観にお客さんが来られたとの報告を受けたほか、ブロードウェイのようにイン

フォメーションがある商店街では来街者から展示の場所などについての質問が年々増加傾向にあ

り、イベントを目的とした来街者の増加とそれを目的としない方も街の中での作品との出合いを楽し

まれている様子であるとの報告をいただいた。 

普段から人通りの多い商店街であるため、売り上げ増や来客数のアップなどは厳密に測定するこ
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とは難しく、商店街の方には上記のような認識がある程度である。 

 

地元商店街、学校、企業との連携 

事業実施にあたり、普段より協力体制にある中野区の商店街や学校、NPO 法人などと実行委員

会を組織したほか、地元企業の方に多方面からご協力いただいた。その結果、得られた効果には

以下のようなことが挙げられる。 

 

① 会場の提供／展示場所として各商店街のギャラリースペースを無償にて借用した。今年は、

地元企業の方のご協力により、明治大学のホールを優先的にお貸しいただいた。また、各

商店街の協力により区内の商店街全 4 ヶ所を展示スペースとして無償で提供いただくととも

に中野サンプラザのロビー借用に関する交渉など全般を協力いただき、作品展示が可能と

なった。 

② 実施内容の充実／今年度は地元企業の方々に地域の資源を生かした事業の充実に向け

たご提案をいただき、国際フォーラム&パフォーマンスイベントでの能×アール・ブリュットの

実現につながった。商店街の方からは各会場での展示について会場の特性などアドバイス

をいただきながら展示物などの仕様に反映し、作品や告知のより効果的な打ちだしにつな

がった。 

③ 広報の充実／各商店街や団体の会議又は集会での告知やポスター掲示の呼びかけ、チラ

シの配布などを委員に担っていただいた。 

 

課題 

【展示に関すること】 

▪ 展示場所は、外国の方が多く利用される場所であった。案内や紹介キャプションを多言語化し、

鑑賞者が作品や作者について知り、理解を深める機会に繋げたい。 

▪ 会場の広さの問題から、個々の作家の魅力を十分に伝えることが困難であった。狭いことで観

覧途中の思わぬ事故による作品損傷なども考えられるため、もう少し広いスペースを確保した

い。 

▪ 簡易なものでも展示カタログを作成し、配布することによって口コミでの広がりにつなげていくこ

とが出来るのではないかと感じた。 

▪ 会場の広さの問題から車いすの鑑賞者がゆったりと作品を鑑賞いただけるほどの空間確保が

できていなかったため、次回の実施では広いスペースの確保が必要。 

【広報に関すること】 

▪ アンケートの中でも「もっと広報をしたほうがよい」「知らなかった」というコメントが多くみられてい

る。街全体を挙げての取り組みであるため、駅や商店への働きかけによるチラシやポスターの

設置ヵ所拡大が必要。 

▪ ラジオ・新聞でも取り上げてもらえるようにプレスリリースの徹底が必要。 
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▪ HP を早い段階から作成し、前年度の開催内容をまとめた動画配信など、一般の人の興味を引

く告知を行い参加人数の拡大に繋げる工夫が必要。 

【イベント全体に関すること】 

▪ 委託事業の契約完了から 4 ヶ月間で全ての企画を実施し、報告まで終える必要があったため、

事業実施に向けての準備が不十分であった。 

▪ 今後、展示場所や工法の協力などにおいて行政関係からの協力を得られるよう日頃から情報

の共有や連携体制の構築が必要。 

▪ Web アンケートでの意見の収集結果が思ったように伸びなかった。また、回答をいただいた方

から入力のし辛さについての指摘もいただいており、次回 Web アンケートを設ける際には改善

に繋げたい。今回、アンケートを事業の初めから設置するなど件数アップに向けた改善が必要

である。 

 

【各会場でのアンケートから上げられる課題】 

全体的に「会場が狭い」「展示の機会を増やしてほしい」などの項目が課題として多く挙げられた。

今回の展示では、計画当初に予定をしていた展示ギャラリーが改装中のため、使用できず十分な

展示スペースが確保できなかったため、非常に狭い空間での展示となった。中野駅周辺で展示に

使用できる十分なスペースを確保するには膨大な予算を要してしまうため、区が運営するギャラ

リーなどが開催時期に合わせて借りられるように各方面への働きかけが必要である。 

国立新美術館では、8,000 人を超える方にご来場いただき、アール・ブリュットを知らない方に観

ていただく絶好の機会となった。しかし、継続的に使用できる場ではないため、今後代替え案とな

るような場所を模索していく必要がある。また、両会場ともにゆっくりと時間をかけて鑑賞される方々

が多く、そういった方により鑑賞を楽しんでいただけるように作家の詳しい紹介の音声ガイダンスな

どを用意していきたい。 

商店街や実行委員からの意見としては、広報について強化が必要との声が多く上がった。具体

案としては、中野区の商店街連合会で全商店街へのポスター配布と各商店街の会合でのポスター

の配布を徹底し、地域住民への告知を強化することができるのではとのことであった。 

 

将来計画 

１． 街×アール・ブリュットの普及推進 

街とアール・ブリュットの発信に取り組んで、今年度で 8 年目を迎えた。 

日常的に利用する駅や商店街にアール・ブリュット作品が展示されることにより、幅広い人々に周

知し、作品を知ってもらうきっかけになっている。例えば、中野サンプラザのロビーでの展示では、

サンプラザのコンサートに訪れた高齢者が足を止め、感動を声にする姿も見られた。 

当初は「アール・ブリュット」という言葉も伝わらなかったところから、商店街の人々や地域住民との

強いつながりを作り、今では地域の人たちに毎年の開催を心待ちにされるまでに成長した。芸術、

福祉、そして街全体が一体となった芸術文化の発信事業は世界的にも珍しく、今年度はイギリスか
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らも視察があった。他国からも注目を集めている本事業の取り組みは、国内だけでなく、海外のモ

デルケースにもなることができる。 

この 8 年間で培ったスキルを活かし、今後は全国に「街×アール・ブリュット」のモデルとして普及、

展開していくことを目指したい。中野をハブとして、地方自治体から依頼があった場合、本事業で

培ったノウハウの提供や街中での展示で使用している作品バナーやポスターパネルの貸し出しな

どを行っていきたい。地方自治体にとって、貸し出しのコンテンツを利用することで取り組みが始め

やすいため、全国各地への普及効果も期待できると考える。また国内のさまざまな箇所で展開して

いくことでネットワークの構築にもつながるとともに、2020 年のオリパラ大会に向けて全国的な機運

を高めていくことにつながっていく。全国展開のほかに、次年度以降は、さらに下記の点に注力し

ていきたい。 

 

（１）地域のボランティアとの連携と、そのための人材育成 

例えば、地元在住の高齢者には街の歴史を語ってもらう、外国籍住民には多言語での案内、学

生には展覧会でのイベントの手伝いなど、地域に暮らす幅広い層の方々との協働で、本事業を展

開させていくことは、事業自体の充実につながるとともに、高齢者や外国人などにとっては芸術文

化を通じた地域での「居場所作り」につなげることができるのではないだろうか。今後は、このような

ボランティアの方を地域の中で募るとともに、必要な知識を身につけていただけるような人材育成も

合わせて行っていきたい。 

 

（２）さらなる集客と SNS の活用 

「商店街の展示」及び「アール・ブリュット展」は非常に多くの方にご覧いただき、好評を得ることが

できた。しかし「国際フォーラム＆パフォーマンス」イベントは、講演、多彩なゲスト、パフォーマンス

と内容の充実に対して来客が少なかったといえる。アンケート結果からは来客の満足度が高いこと

がうかがえる。そのため、今後は以下の 2 点を徹底し幅広い周知に繋げていきたい。 

① 早い段階でプレス発信を行い、新聞などのメディアへの事前記事の掲載につながるよう、

継続的なアプローチを行う。 

② SNS を活用し、アートに関心が高い層に向けて年間を通した継続的な PR を行う。 

 

（３）他の芸術分野などとのコラボレーション 

今年度の事業では、伝統芸能である「能」と「アール・ブリュット」そして「大学との連携」により能面

を 3D プリンターで作成する最新のテクノロジー との見事なコラボレーションが実現した。異なる分

野同士が交わり、新しいコレボレーションによる表現の可能性を探求する機会は未来への新しい芸

術の形や展開、つながりを作っていくものであり、次年度もさらに発展させていきたい。 

 

２．展示スペースの確保 

これまでのアール・ブリュットの展覧会では、来場者の大半は40歳以上で、29歳以下の若年層は
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全体の 10%に満たないことが多かった。しかし今回の国立新美術館での展示では、29 歳以下の若

年層が全体の 30％を超え、会場では若い世代が熱心に作品を鑑賞する姿が多く見られた。その

他、外国人の観覧者の姿も目立った。 

アール・ブリュット作品は、幅広い世代が親しむことができる芸術であるが、展示場所によっては

観覧者の層に偏りがみられる。さまざまな世代の人がアール・ブリュットに親しむことができるように、

展示スペースの確保は重要な課題である。特に若い世代が集まる場所での展示機会の拡大は急

務といえよう。 

また、鑑賞者が安心して作品を楽しめる程度の最低限の展示空間の確保も重要と考えている。し

かし、民間の社会福祉法人では借りられる会場に限界があるため、今後の展示スペースの確保に

は、行政の協力と理解が不可欠である。 

また、多様な作家がいるアール・ブリュットという芸術分野の特性を活かし、多様性の発信も行っ

ていきたい。日本のアール・ブリュット作家には障害がある人が多く含まれているが、障害者だけで

なく、女性、外国籍住民、LGBTなど、社会的弱者とされるさまざまな方の存在を知り、感じる機会と

し「すでに一緒に生きている」ことや「ちがいはチカラになる」ことを、言葉を超えて体感してもらえる

ような、イベント展開を考えている。 

 

３．国際的な視点 

本事業では初のアジアのアール・ブリュット作品の展示を行った。 

展示作家数は決して多くなかったが、アンケート上では中国の作品を評価するコメントが見られた。

日本では近年、アジア圏の外国人旅行者の急増に加え、在住者も年々増加している中で、今後も

継続して作品の調査発掘、国内での発信に取り組むことは、互いの国の異なる文化や風土に興味

を持ち、理解を深める機会になると考えている。 

また当法人は、2011 年よりヨーロッパでの巡回展の事務局を務めてきた。2017 年 10 月にはフラ

ンス・ナント市で大規模な芸術文化の交流事業の開催が決定している。その他にもパリ、スウェー

デンで日本のアール・ブリュット作品展が今後開催される予定である。芸術文化とまちづくりの本事

業の取り組みは、国外の関係団体からの評価や関心も高い。これまでの継続的な文化交流の結

果育まれた強力な国際ネットワークを活かし、3 年後に控えた東京オリパラ大会にもつなげていくた

めに、多言語で日本の芸術文化活動が伝えられるようなウェブサイトを作成し発信していきたいと

考える。 

 

「ダイバーシティ」という言葉だけ聞いても、普段関わりを持つことが少ない多様な人々を理解する

ことは難しいかもしれない。しかし、今年度の事業を通して、芸術文化を通じたまちづくりが人々の

心の交流を自然と促すことが強く感じられた。 

今年度の今事業での成果、そして見えてきた課題を解決していくことで、障害のある人もない人も

活躍できる、多様性のある社会の実現を目指していきたい。 

以上
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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 

株式会社中日新聞社 

 

実施団体 中日新聞社 （HEART & DESIGN FOR ALL） 

実施時期 2017年 2月 

場 所 東京都 

概 要 日本国内外で活躍する障がいを持つ文化人の保護者による講演会を

はじめ、文化・芸術面で活動する障がい者団体の取り組みを紹介する

展示等、幅広い層に対して文化活動を体験する機会を設けるイベント

を実施。これらを新聞紙面などで情報発信をすることで文化活動の更

なる活性化や心のバリアフリー推進を図る。パラリンピック開催に向

けてユニバーサルマナーの知識を習得したボランティアの育成の強

化にも努めていく。 

効果検証方法 イベント来場者に対するアンケート調査および新聞の読者アンケート

調査（イベント告知前と後の比較）を実施する。 

 

試行プロジェクトの概要 

実施目的 

訪日観光客が増え続けるなか、日本国内では世界に類を見ない超高齢化社会が着実に進行し

ており、現在、高齢者は日本人口の約 27％の 3400万人、また障がい者は約 6％の 788万人となっ

ている。2020 東京オリンピック・パラリンピックを控え、海外からより多くの高齢者、障がい者の方が

訪日すると予想される。 

中日新聞社では東京本社を中心に、これらの背景を踏まえて、2015 年 9 月に株式会社ミライロと

誰もが暮らしやすい社会の実現に向けて「HEART & DESIGN FOR ALL」という取り組みを開始した。

現在の日本においてはハード面でのユニバーサルデザイン化が他の国よりも進んでいるが、心

（Heart）の面でのバリアフリーは依然課題である。 

本イベントでは、幅広い層に向けて、現在の日本での障がい者による文化・芸術的活動の現状を

知らせることをはじめ、親子を中心に体験や講演会を通じて、文化教育について考えるきっかけを

作り、今後の文化・芸術的活動の更なる普及・浸透に努めると共に、文化活動を通じて心のバリア

フリー推進を図ることを目指す。 

 

取組み内容 

＜イベント概要＞ 

タイトル：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 

実施日時：2017 年 2 月 4 日（土）11：00 ～ 16：00 

2017 年 2 月 5 日（日）10：30 ～ 16：00 

会場  ：墨田区立両国中学校 格技場（墨田区横綱 1-8-1） 
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展開内容： 

◆障がいを持つが文化・芸術的な分野で活躍する文化人の親による基調講演 

 盲目のピアニスト・辻井伸行氏の母・辻井いつ子氏による講演 

 子どもに対する文化教育の必要性、障がい者との接し方についてなど。 

◆パラリンピアン/オリンピアンのトークショー 

 オリンピック選手 三宅宏実氏とパラスポーツ選手マクドナルド・山本恵理氏によるトークショー 

オリンピアン、パラリンピアンとの交流による機運の醸成。 

◆文化・芸術的な分野で活躍する障がい者によるパフォーマンス披露 

障がい者によるフラワーアレンジメントのパフォーマンス展開や、障がい者、健常者だれもが

参加可能なヨガ体験、出展団体によるパフォーマンス展開。 

◆子ども向け文化プログラム（ワークショップ） 

障がいの有無に関わらず子ども向けの文化・芸術体験ワークショップの展開 

文化・芸術体験を通じての障がい者との交流の場を提供。 

◆障がい者団体による芸術的作品の展示 

国内外の障がい者アーティストの作品展示を展開 

◆高齢者・障がい者体験コーナー 

アイマスクをしての粘土細工の体験をはじめ、障がいを体験できる体験コーナー 

◆みんな北斎コーナー 

墨田区で行われた、障がい者アートコンテストの受賞作品展示 
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＜PR 手段＞ 

・東京新聞 15 段紙面告知、イベント載録記事掲載 

・ＨＥＡＲＴ＆ＤＥＳＩＧＮ ｆｏｒ ＡＬＬにてイベント特設 WEB サイトの開設 

・ＨＥＡＲＴ＆ＤＥＳＩＧＮ ｆｏｒ ＡＬＬFacebook ページにてイベント紹介 

・イベントプログラムチラシ（A3 サイズ）の作成、出展団体、連携団体・施設へ配布協力 

・イベント集客増加を狙い、イベント当日に会場周辺（両国プール・両国駅前の江戸ＮＯＲＥＮ・ 

スカイツリーソラマチ内すみだまち処）にてプログラムチラシの配布 

・株式会社ミライロが持つ障がい者モニターへのメール配布 

・当日イベントチラシの配布 

＜イベントでの工夫＞ 

・当日運営スタッフ、ボランティアスタッフに対し、オリエンテーションを行い、障がい者との正しい

接し方、ユニバーサルマナーについての講座を実施。来場者の満足度向上を図った。 

 また、当日のイベントスタッフには講座を受けた者、ユニバーサルマナー検定 3 級以上の取得

者を配置した。 

 

  

▲（左）2017 年 1 月 26 日付東京新聞朝刊 15 段告知原稿 

 （右）2017 年 2 月 15 日付東京新聞朝刊 15 段イベント載録原稿 

 

※ユニバーサルマナーとは？ 

高齢者や障がい者、ベビーカー利用者、外国人など、多様な人々と接するときに “自分とは違う誰かの視点
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に立ち、行動すること”は、特別なことではなく「こころづかい」。そのために必要なマインドとアクションを日本ユ

ニバーサルマナー協会では「ユニバーサルマナー」と名付けている。 

※ユニバーサルマナー検定とは？ 

自分とは違う誰かの視点に立ち、行動する人をそだてることを意識して、ユニバーサルマナーの実践に必要

な「マインド」と「アクション」を体系的に学び、身に付けるための検定。障がいのある当事者がカリキュラムを監修

しており、車いすを押すという 1 つのサポートでも「かける言葉」「歩くスピード」などを障害のある講師が当事者と

して指導する。本当に喜ばれる細やかな配慮を身に着けられるよう、当事者ならではのこだわりと発想を盛り込

んでいる。 

 

・墨田区との連携により、区立両国中学校をイベント会場に設定するとともに、在校生を対象にボ

ランティアを募集した。自治体、学校との連携で、2020 年大会に向けた機運醸成とボランティア精

神の育成および、障がい者の文化・芸術的活動に触れる機会創出を図った。 

・受付にて来場者に声がけを行い、障がい者へのフォローアップを実施するとともに、受付、各出

展団体に筆談器具の設置、手話通訳者、8 か国語対応スタッフを用意。障がいを持つ来場者のホ

スピタリティの向上を図った。 

・イベント会場との連携により車椅子の導線を確保し、来場者へのバリアフリーの確保を徹底。 

・イベント会場入口をわかりやすくするため、会場周辺に案内スタッフを配置し、会場案内の他、

通行者にチラシを配布し、イベントへの誘引も行った。 

・乳児連れの来場者のために、授乳室・おむつ交換スペースを設置した。 

  

効果と課題 

効果  

調査概要 

 イベントの興味、満足度に加え、文化芸術活動に対する調査を、イベント来場者へのアンケート

（回答数 154）、文化芸術活動に対する調査をミライロが保有する障がい者モニター（回答数 166）、

東京新聞読者（回答数 217）に対して WEB にてアンケート調査を実施した。 

イベント終了後は出展の 9団体と学生ボランティアに対しイベントへの満足度、課題についてアン

ケート、ヒアリング調査を行った。 

 

1.効果① イベント来場者満足度と調査回答取得数 

 ・イベント来場者数：374 名（2 日間合計） 

 ・アンケート取得数：154 件（2 日間合計） 

 来場者の増加が伸び悩んだものの、アンケート回収率は約 40%と高かった。イベントに対する満

足度に関しては、96.7％の方が満足したと回答しており、不満と答えた方は 3.2%しかいなかった。

また、イベントスタッフによる声掛けのタイミングに関しても不満と答えた方は 1.3％しかおらず、ボラ

ンティアスタッフへの事前レクチャー、受付での「何かお困りのことがあればお声がけください」とい
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うフォローアップが効果的に働いた結果となった。 会場内のバリアフリーに対しする満足度は非常

に高かったが、会場までのアクセスには 12.5%の方が不満と回答している。 

 

 

2.効果② 自治体連携による中学生ボランティアとの連携と意識改革 

 今回、墨田区との協力することにより、会場の両国中学校の中学生ボランティアとの連携するこ

とができた。※墨田区の両国中学校は本事業とは別事業で、墨田区主導で、一部の生徒（希望者）

がユニバーサルマナー検定 3 級を受講するなど心のバリアフリーの教育が進んでいる。 

また、イベントのボランティアに参加する学生に事前にユニバーサルマナー講座を実施すること

で、積極的に来場者に話かけることができるようになり、来場者の満足度も高かった。後日、参加し

たボランティア学生からのアンケートで、「今後の日常生活でも学んだことを活かしていきたい」や

「今度はユニバーサルマナー検定 2級を受講したい」などの意欲的な意見も寄せられた。本事業を

通じて、これから未来を担う世代に心のバリアフリーの推進、今後の共生社会実現に向けての土台

を築くことができた。 

 

3.効果③ 2020 年東京オリンピック・パラリンピックへの機運醸成 

 「2020 年オリンピック・パラリンピックの開催にあたり、文化を通じて盛り上げていることを知ってい

るか」の問いに対して、来場者アンケートでは 62.0%の方が知らないと答えており、東京新聞読者調

査でも 66.4%と、十分な認知獲得は行えていなかった。本イベントで「2020 年オリンピック・パラリン

ピックへの機運が高まると思いますか」の問いに対しては、来場者の 81.0%が高まったと答えている

が、東京新聞読者調査では「文化芸術イベントにより東京五輪への機運が高まるか」に対しては、

約 44.7％の人が機運は高まらないのではないかと感じていた。（※「あまりそう思わない…35.0％/

まったくそう思わいない 9.7％」）今回のようなイベントに参加して、各出展団体やトークショーなどが

参加者の機運上昇につながったのではないかと思われるが、この結果を通じて、実際に文化芸術

活動と一緒にオリンピック・パラリンピックの要素をより積極的に盛り込んで実施していくことが大切

だと思われる。 
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東京新聞読者調査 

 

東京新聞読者調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.効果④ 文化芸術活動に関する考えと課題の把握 

 文化芸術活動に対する考え方について来場者アンケートでは、95.3%の方が大切である（非常

に大切だ＋ある程度大切だ）と感じているのに対し、ミライロの障がい者モニターでは 86.7%、東京

新聞読者調査では 80.2%と文化芸術活動に対する比重の違いが表れた。また、文化芸術活動を鑑

賞する上での課題の問いに対して、障がい者の文化芸術活動の意思決定において、バリアフリー

情報の有無が大きな要因となることが分かった。 

 

                    障がい者アンケート 
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東京新聞読者調査 

 

障がい者アンケート 

 

 

文化芸術活動を行う際の課題に対しては、健常者、障がい者ともに、活動情報の少なさを挙げて

いる方の割合が多く、「一緒に活動する仲間が見つからない」が 34.7%（障がい者は 20.0%）・「活動

してるグループやサークルの情報が少ない」が 41.5%（障がい者は 24.5%）。障がい者が文化芸術活

動の行う際の課題の特徴としては、「時間がとれない 25.8%（健常者 9.5%）」ことを課題としている割

合が多かった。その他の質問でも障がい者は時間がないと感じている割合が多かった。 

 

障がい者アンケート 

  

 

課題 

1.課題① 来場者が少なかった 

 イベント当日の来場者数と当初見込んでいた来場者数を比較すると、当日の来場者数が少な

かった。集客が振るわなかった要因のひとつとして、本事業採択決定から、開催日まで時間的余

裕が無く、参加団体増加への適切な案内や、十分な告知などができなかったことが挙げられる。参
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加団体からも準備の時間が短かったというヒアリング結果もあり、余裕のある準備期間の確保が必

要だということを痛感した。 

本来、会場の決定から各コンテンツの出展調整交渉（レイアウト決めから各ブーススペースなども

含めての仕込み期間）、ＰＲを含めて考えると最低 3～4 か月は必要だった。十分な準備時間を確

保し、出展交渉、PR 活動に時間をかけることで、イベント内の芸術的なコンテンツを増やし、誘致し

た団体の PR を新聞紙面やその他の媒体で魅力的に告知する必要があった。 

 自治体との連携で中学校での開催になったが、区役所のさまざまな部署、商店街を巻き込んで

の展開については、今回、自治体の「共催」ではなく「協力」というレベルでの事業連携のため、実

施概要を調整している中での交渉は難

航した。実施概要を決めてからの交渉

スタートが一般的なため、今回のように

事業実施契約から事業日まで 2 週間程

度という制約があるスケジュールではチ

ラシの配布場所が限られた（※両国駅

前の江戸ＮＯＲＥＮの観光案内所、スカ

イツリーソラマチ内すみだまち処、区役

所観光課窓口、会場施設内プールでの配布。一部中学校保護者への配布）。また、会場周辺の

文化施設では、いかなる理由でもパンフレットを置くことに対しては断るという施設もあった。 

 上記状況を踏まえ、商店街連合会や関連の福祉施設、中学校などにチラシ等を配布する場合

は、交渉・調整の期間を十分に確保し、開催 1 か月前には配布を開始していることが望ましい。 

 また、準備時間の確保により、充実した PR 活動の下、自治体との共催を実現し、関係各所の協

力を得ることでより多くの集客が可能となると考える。 

 

2.課題② タイトル選定 

 「ユニバーサルアートフェスティバル in すみだ」というタイトルに対しどんなイメージを持つかを東

京新聞読者調査（ＦＡ）で実施したところ、一部の人には主催者側の解釈「制約のない、ジャンルを

問わない自由なアートイベント」をイメージしている人が 13.4％。“世界”“国際”というイメージを持っ

たという回答が 22.1％と多く、“ユニバーサルアート”というワード自体の認知が低いことが分かった。

イベント両日で約 3800 枚のチラシを配布してＰＲするも、子連れの来場者は興味関心を示したが、

年配者はチラシからの誘導は少なかった。 

 タイトルについては「誰もが楽しめる自由な芸術祭 in すみだ」の方がよかったのかもしれない。 
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東京新聞読者調査※（ ）内は回答者の性年代 

 

 

3.課題③ ＰＲ不足 

今回、チラシ印刷をしての納品、新聞広告掲載などのＰＲが事業日の 10 日前からしか開始でき

ず、新聞広告も複数回掲載することができなかった。弊社の経験からは、出演者やテーマにもよる

が一般的な 1,000 人規模の講演会開催にあたり、モノクロ 5 段スペースを複数回、20 段程度を掲

載している。また、ミライロによるモニターへのメールマガジンの配布、Hart & Design For All の

Facebook ページでの告知、Facebook への広告出稿等、SNS を活用した告知も行った。 

 東京新聞紙面の読者調査では、「ユニバーサルアートフェスティバル」と聞いて興味を持つ人は

45.6％と半数近い。性・年齢別にみると女性 49歳以下については 65.4％と高く、男性 49歳以下を

除いては多数が興味関心を示している。また、イベント内容の広告接触後の数値についても男性

49 歳以下を除いては各年齢 5 割を超える。 

 広告接触後の数値と前述のユニバーサルアートという言葉の認知の低さから、内容をきっちりと

わかりやすく、伝えることが必要だということがわかる。 

コンテンツ自体には少なからず興味関心のある人が多いなかで、この来場者数についてはＰＲ不

足だということが言える。 
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4.課題④ 障がい者向け情報の欠如 

 今回の調査で、障がい者の芸術活動参加への意思決定においてバリアフリー情報は欠かせな

いという結果が分かった。本イベントの告知物に対しては詳細なバリアフリー情報を載せることなく、

健常者の目線での告知制作になっていた。 

 告知紙面、チラシ配布後に事務局に寄せられた問い合わせでは「車いすでも会場に入れる

か？」、「会場近くの駐車場について」、「手話対応などがあるか？」などの問い合わせが多かった。

必要なバリアフリー情報として以下の内容を今後は掲載する必要がある（図は障がい者を対象とし

たアンケートの結果）。 

・アクセス情報 ・バリアフリールート／公共

交通機関（駅のバリアフリーについて等） 

・車いす用駐車場の有無 ・会場のエレ

ベータ・スロープの有無 

・聴覚障害者の情報保障（手話通訳／筆

談） ・掲示物などの読み上げサポート 

・告知物のテキスト情報 ・オストメイト対応 

トイレ、多機能トイレの有無 

・授乳室の有無 ・電動車いす用の充電コンセントの有無 

・スタッフのサポート体制（障害に対する知識、理解があるか） 

 

 5 課題⑤ 会場の選定について 

 

 コンテンツについては興

味関心のある人が多いが、東

京新聞読者調査から次回同

様のイベントがあった場合の

参加意向として、参加したい

9.7％に対して、「参加の候補

にしたい」+「どちらともいえな

い」の中間層が 6 割以上を占

めるため、ユニバーサルアー

トという名称では、参加の意思決定までには至らないことが分かる。ユニバーサルアートという言葉

自体の認知が低く、正しく理解されていないことからも、わかりやすいタイトルの選定とクローズドな

会場ではなく、通行量が多く立ち寄りやすいオープンな場所での実施が好ましいと分かった。 

 今回の会場選定にあたり、2020 年オリンピック・パラリンピックに向けた人材教育という観点から、

中学生との連携を第一に考え、両国中学校に決定した経緯があった。近年の教育施設はバリアフ

リー整備が施されており、生徒・保護者が参加をし易いなどの要因も選定理由とした。 
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会場決定から短期間での調整だったため、中学校の部活動の関係で、施工開始が前日の部活

動終了後の 16 時過ぎからの施工開始となった。施設の管理については指定管理者の都合上 21

時撤収、早朝に施工が実施できないなど作業時間が限られたため、施工デザイン等にも影響が

あった。今回出展者からは、各作品に対してのスポットライトがあったほうがよかったという声がス

タッフに寄せられた。 

 会場周辺道路に誘導スタッフを配置して誘導をしたが、当初の来場者見込みよりも参加者数が

少なく、誘引の為のチラシ配布にスタッフを配置し、会場までの誘導人員を誘引に充てたことでの

人員不足が課題となった。また、実施までの時間の関係で部活動をすべて中止することが不可能

であったため、安全面から球技の部活を行っている校庭側からの導線が使えず、特にわかり難

かった。恒常的に一般の人が来場する施設ではないため、校門前にスタッフを配置して対処した

が、誘導しきれずに校庭側からの入場もあった。 

バリアフリー整備が整っているとともに認知度の高い施設の選定、十分な誘導スタッフの配置が

課題となった。 

 

6 課題⑥ コンテンツの有効活用について 

 本イベントの体制として、事前募集の方式ではなく、当日参加を主体としたイベントであり、当日

を迎えるまでどのくらい集客できるかが不明瞭であった。オープンなイベントの為、事前募集の方

式が取れないのであれば、同会場、または近隣の会場にて誘致したコンテンツを活用した独自の

講演会、ワークショップ等を開催し、相互集客を図ることで、来場者数の担保が実現できたのでは

ないかと考える。本イベントにおいても、著名な方の講演会等をコンテンツとして誘致したため、誘

致したコンテンツを最大限活用する施策が必要であった。 

 

 

将来計画 

＜両国中学校生徒によるボランティアスタッフの効果と将来性＞ 

 墨田区との連携により、地元中学生ボランティアとして13名の両国中学校生徒と共にイベント運

営を行った。ボランティアスタッフに対し、後日ヒアリング調査を行ったところ、仕事の内容は難し

かったと答えながらも、楽しく活動することが出来たという結果になり、事後のヒアリング調査では全

員が次回も参加したいと感じると答える結果となった。さらに、ユニバーサルマナー検定 2 級の受

講意思が芽生える生徒や、今回の体験を今後に生かしていきたいという生徒も見受けられ、2020

年オリンピック・パラリンピックに向けた将来の人材育成の場となった。 

 ボランティア対象が両国中学校 1 校に限られたが、区立中学校全体での連携をする場合には

教育委員会の指導室に話を通したうえで、各校の校長が集まる校長会で時間をもらい説明、各学

校の意向集約、日程調整などの手続きを踏む必要があり、日程調整から実施までは最低でも３か

月は必要だということが、事後のヒアリングで分かった。実施時期については、墨田区の場合は基

本的に 2 期制を引いており、5 月、6 月に修学旅行・運動会を実施する学校が多く、1 月、2 月は 3
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年生が受験のため 3 年生の参加は難しいとのこと。比較的行事が多いが秋口での実施を検討する

等、地域の特色、ボランティア目線での開催時期検討が必要であると考える。 

 

＜自治体との連携による地域一体型イベントの創造＞ 

 地元中学生ボランティアスタッフの協力は成功したが、来場者や、墨田区長からは、アクセスや

認知度においてもっと良い会場で開催時間がもう少し長ければ、さらに盛り上がり、来場者も増え

ただろうとの言葉をいただいた。今回、墨田区との連携は図れたが、他の中学校や養護学校、福

祉施設や障がい者支援施設等との、幅を広げた地域連携が出来なかった。地元中学生のボラン

ティア活動の成功事例を踏まえ、将来的な人材育成のため、時間をかけて積極的な自治体との交

渉、調整を図り、地域一体型イベントの開催を目指すことが重要であると考える。今回は「協力」と

いう枠組みであったが、連携を強め「共催」という形で共同実施することも一つの手段だと考える。

より多くの地域住民がユニバーサルな考え方を学ぶことが 2020 年オリンピック・パラリンピック開催

に向けた機運醸成と人材育成が図れると考える。メディアとして地域と一緒に取り組み、地域一体

型のイベントの創造を目指していく。 

 

<イベント出展団体の現状と課題について> 

今回のイベントにおいて、出展団体の交渉は難航した。声をかけたが出展を見合せた団体から

二つの傾向が見られた。まず、一つ目の傾向は、団体からの出展希望はあるものの、日程、人手、

金銭的に物販ができないという点。二つ目の傾向は、他の出展団体との芸術的なクオリティーの違

いから出展をしない団体がいたという点。後者の団体からは、目指す芸術的なクオリティーの違い、

今回のイベント自体を「福祉」のイメージに近いので出展しないという判断に至った団体もいた。こ

のことから、人手、金銭的なフォローを図るため、協賛金・人材提供が可能な民間団体に声がけを

行い、イベント協賛を可能にすることの検討がこの課題に対する有効な解決策だと考える。また、

芸術的なクオリティーの違いから出展いただけない団体について、お互いの活動内容を知り、尊重

しあえるようなプラットフォーム構築が必要であり、東京新聞と株式会社ミライロで取り組んでいる

「ＨＥＡＲＴ＆ＤＥＳＩＧＮ ｆｏｒ ＡＬＬ」のプロジェクトがその役目を果たすことで今後解決していける

のではないかと考える。 

今回のイベントでは趣旨に賛同いただいた団体・個人が多く出展いただき、イベント当日には出

展者同士での名刺交換や情報交換をする場も見受けら、事後のヒアリングでも障がいを持つ芸術

団体がコミュケーションを取れる場が貴重であると分かった。ステージの出演者からは、大きなス

テージではないことが、参加者の声や表情などが伝わってきて楽しかったという声を得ることが出

来き、プログラムを体験する人と向き合うことができた。またこのようなＰＲする場を探しているので今

後も声をかけて欲しいなどの声を頂戴した。 

今後、東京新聞と株式会社ミライロで取り組んでいる「ＨＥＡＲＴ＆ＤＥＳＩＧＮ  ｆｏｒ ＡＬＬ」のプロ

ジェクトをさらに拡大し、健常者と障がい者の心理的バリアフリーを推進するとともに、各種団体との

交流、連携強化をしていくことで、障がい者支援の NPO 法人や趣旨賛同をしていただける民間企
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業を繋げ、このようなイベントに引き続き取り組んでいきたい。中日新聞社としても「ユニバーサル

アートの普及」という観点から、バリアフリーという福祉面の正しい知識の普及とクオリティーの高い

芸術が一堂に紹介できるイベントを企画し、1 箇所の会場開催ではなく、複数会場の展開でより多

くの人たちにアプローチできる内容が望ましいということが本事業から分かった。大々的なイベント

開催により民間企業の協賛も募りやすく、人手が足りない団体への人材提供、告知を充実させるた

めの資金活用に繋げることが出来ると考える。 

また、情報発信分野においては、調査によって判明した、文化芸術活動における課題のクリア、

障がい者への正しい情報発信方法強化を努め、誰もが自由に参加できるイベントの実施と、様々

な境界線を取り払えるプラットフォームになるよう目指していく。 

 

以上 
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