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「TOPPAN SOLUTION」
Webサイトのご案内
「TOPPAN SOLUTION」
は、
トッパンの情報コミュニケーショ
ン分野のさまざまなソリューションをご紹介するWebサイトで

す。
展示会やセミナーの開催レポートなど、
各種オリジナルコン

テンツも充実。
本誌
「アイデアノート」
のバックナンバーもご覧い
ただけます。
課題解決のヒントとして、
ぜひご活用ください。

詳しくはこちら！

https://www.toppan.co.jp/solution/

※「アイデアノート」は、 凸版文久体を使用しています。※本文中の商号および製品・サービス名称は、 各社の商標または登録商標です。
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読む前に、読 む デ ー タ ｜

地方創生編

民間企業は、地方創生にどの程度関心を持っているのでしょうか。
また、民間企業が地方創生に取り組む際に求められている役割や能力は何でしょうか。

1

Data

地方創生に半数以上の民間企業が関心あり。
特に金融業界の注目度が高い

地域の資金需要を担う金融業界や、公共事業や農林行政などによって影響を受けやすい建設業界、
農・林・水産業界などからの関心が高くなっています。
●地方創生に対する関心度
地方創生を
知らない
1.0％

金融

分からない
6.5％

65.1

建設

62.1

農・林・水産

関心なし
12.3％

どちらでもない
26.9％

サービス

関心あり
53.3％

61.1

金融業界は
65％以上が
地方創生に注目！

小売
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出典：帝国データバンク「地方創生に対する企業の意識調査」
（2015年1月発表）

Data
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地方創生において、プロジェクトマネジメント力とともに

地域コミュニティに対する理解が民間企業に求められている
民間企業ならではのマネジメントスキルのほか、地域とそのコミュニティ特有の課題、状況の理解が
求められています。
●自治体へのアンケートで「地域においてキーパーソンとなる民間人材に習熟・向上が求められる
ノウハウ・スキル」について聞いた回答結果（複数回答、 上位5回答を抜粋）
事業をまとめ上げる
プロジェクトマネジメント力

55.9
38.5

地域コミュニティの実情の理解
内外の連携を図る交渉・調整能力

33.6

資金を確保し、
事業化を推進するための方法論

29.0
27.3

特定分野についての専門知識
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出典：公益財団法人日本生産性本部「地方創生を推進する上で要請される人材像に関するアンケート調査報告書（2017年1月）」
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Special Feature

企業のチカラで
地域をもりあげるには！？

地方の人口減少に歯止めをかけるべく、2014年から国を挙げて進められている地方創生。地方創生総合戦略（右ページ参照）は2020年
からいよいよ第2期に突入します。そこで注目されているのは、官民連携、人材の育成など。今回の特集では、トッパンで進行中の地方
創生の取り組みをご紹介するとともに、民間企業が今、自社の強みを地方創生にどのように活かしていけばよいかを探っていきます。

地方創生の鍵は、民間企業にあり
少子高齢化、人口減少により地域経済の衰退が進み、東京へ

地方創生を成功させるキーワードの一つが「関係人口」です。

の人口流出が止まらないなど、
日本は深刻な課題を抱えています。

定住者でも観光客でもない、地域や地域住民と多様に関わる

そんな状況を打破するためには、どうすればよいでしょうか？

人々を指す言葉で、
「関係人口」を増加させることが、地域づく

特産品をつくり全国に売り込む、観光インフラを整えインバ

りを担う人材が不足している地方の助けになると期待されてい

ウンドの力を取り込む、地域に新しい産業を創り出す、移住者

ます。そこでも、やはり民間企業が持つさまざまなネットワー

にとって魅力的な環境を整える——地域ごとに正解は異なりま

クが求められています。

す。しかし、これらの手段に共通して求められているのは、
「外

地方創生は短期間で実績が上がるものではなく、長期的な

からの視点」ではないでしょうか。地域の課題を熟知した自治

展望が必要です。民間企業は「外からの視点」を持ちつつも、

体に対し、民間企業は自らの専門性を活かして地域の特性を

地域の課題に等身大で取り組んでいかなければなりません。

活かしていくこと、また、事業の持続性、収益性といった民間

それは容易なことではありませんが、今、最初の一歩を踏み出

ならではの視点を持ちながら、今までにない新しい連携の形を

すことが、
5年後、
10年後の輝く地方の姿をつくっていくのです。

とることができると考えられます。

Special Feature 企業のチカラで地域をもりあげるには !?

まち・ひと・しごと創生総合戦略
2 0 6 0年に1億人程度の人口を維持するという長期ビジョンの

下、政府は「第1期総合戦略（2015～2019年度）
」において4つの

これを受けて、
「第2期総合戦略（2020〜2024年度）
」では、

第1期の枠組みを維持しながら、
必要な強化を図る方針を決定。

基本目標と、それを実現する施策として
「地方創生版・三本の矢」

その中で特に大きな期待を寄せられているのが民間企業の活

基づいた地方創生の取り組みが進められた結果、小規模自治体

事例が多かったことを受けて、さらなる連携強化を基盤に、

を策定しました。これを基に、全国各地で「地方版総合戦略」に
を中心に一定の成果が出たものの、
「東京圏への一極集中の是
正」
をはじめとして、いまだに課題が残る分野もあります。

力です。第1期でも自治体と民間企業の連携で実績を上げた

より民間企業のノウハウを活かした取り組みが各地で進むこ

とが求められています。

まち・ひと・しごと創生総合戦略 第 2 期（2020～2024 年度）
【第1 期（2015～2019年度）の枠組みを維持】
４つの基本目標

【以下の新たな視点に重点を置き、施策を推進】

1. 地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする

●民間と協働する

2. 地方への新しいひとの流れをつくる

●地方へのひと・資金の流れを強化する

3. 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
4. 時代に合った地域をつくり、安心なくらしを
守るとともに、地域と地域を連携する

人材支援

●人材を育て活かす
●誰もが活躍できる地域社会をつくる

地方創生版・三本の矢
情報支援

●新しい時代の流れを力にする

財政支援

●地域経営の視点で取り組む

Special Interview

自治体と民間企業の
連携・協働で
実現する地域活性化
各地で展開されている地方創生の取り組みを、
より実効性の高いものとするために欠かせないのが、
自治体と民間企業の連携です。
地方創生を進める上で、
民間企業の知見が必要になる理由、
適切な協働関係を築くポイント、
事業を継続させる秘訣などをテーマに語っていただきました。

カゴメ株式会社
執行役員 マーケティング本部長

宮地 雅典さん
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内閣官房
まち・ひと・しごと創生本部事務局
内閣参事官（総括）

岡 朋史さん

凸版印刷株式会社
情報コミュニケーション事業本部
ソーシャルイノベーションセンター
市場開発本部 部長

矢尾 雅義
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企業ビジョンに立脚した
地方創生の推進
矢尾

カゴメにおける3つの
農業振興・地方創生の取り組み

2019年は第1期総合戦略の最終年度となり、全国各地

で地方創生の取り組みがより活発になってきていますが、
カゴメ

1

さんが各地の自治体と取り組まれている協働事業には、地方創
生を成功させるヒントが多くあるのではないかと感じています。
宮地 カゴメは2025年のありたい姿として
「食を通じて社会課
題の解決に取り組み、持続的に成長できる強い企業になる」
と
定めています。
その社会課題の一つに位置付けているのが「農
業振興・地方創生」
です。
当社は創業者が農家出身だったこともあり、
「畑と地域を大事
にしたい」
という強い思いを持っています。
そのような企業姿勢
を基に、
全国の自治体と連携しながら、
地域の食材を原料とした
商品開発、
包括協定に基づいた協働事業などを進めています。
岡

各自治体との連携による
「野菜生活100
季節限定シリーズ」の展開
カゴメが推進する、地域の農産物を全
国で消費する
「地産全消」
活動の柱とな
る商品で、今では
年間10種類以上
を発売しています。

第1期で実績を上げた自治体の特徴の一つに、民間企業と

の協働が挙げられます。民間が持つ知見をうまく取り込んでい
るのです。逆にいえば、自治体単体で地方創生の取り組みを進
めても限界がある、
ということです。

2

たとえば、地域産品のブランド化を進める場合を考えてみて
も、
そもそも多くの地域資源がある中で、何を商品として特定し、
磨きをかけていくべきなのか。付加価値を高めるために、
どのよ
うにプロモーションを展開したらいいのか。商品価値を認めてく
れる消費者への直送ルートをいかに確立すべきか。自治体の中
にはマーケティングの知識や経験が不足しがちなところもあり、
的確に判断、実行していくのは難しい面もあるでしょう。

全国自治体などとの
包括協定の締結
「農業振興」
「健康寿命の延伸」
「地域活
性化」など、各地域が抱える課題解決
に向けて、全国で27の協定を締結し、
協働で事業を展開しています。

戦略・人材の不足を
民間との協働でカバーする
宮地

確かに、民間企業は明確な戦略を持って、事業を進めて

いきます。当社でも、扱う食材に訴求点があるか、全国に展開す
るために適正な価格で調達できるか、加工場を設置する場所が
地域にあるかなど、
さまざまな問題を事前に想定した上で事業
化を図ります。
矢尾

具体的な戦略を深く検討せずに、
「地域産品を市場出荷

できればいい」
という意識だけでは、地域活性は難しいというこ
とだと思いますが、
そのことに加えて、特に地方における喫緊の
課題は、地域内外の人や組織を組み合わせながら、事業を前進
させる
「プロデューサー」人材が不足していることです。
岡

3
通販事業
「農園応援」
農村の過疎化や耕作放棄地の拡大な

ど、農業におけるさまざまな課題の解
決を目指して、全国各地のストーリーの

ある農産物をオンラインショップやメー

ルマガジンで販売・情報発信を行うほ
か、購入者を対象に収穫体験

ツアーも実施して
います。

だからこそ、
そうしたノウハウを持つ民間企業との協働が

欠かせません。政府では地方創生の三本の矢の一つである
「人

7

地域内外との幅広い連携で
活性化を果たす
矢尾

地域の中には自治体以外にも多くのセクターが存在しま

す。地域の多様な力を取り込むために、幅広く協力体制を築くこ
とも大切だと思います。
宮地

当社では2012年に広島県と連携し、県産レモンを使った

季節限定商品「野菜生活100瀬戸内レモンミックス」
を開発した
ところ、多くの事業者がレモン関連商品を相次いで販売し、県内
でレモンブームが巻き起こったことがありました。
これが東京な
どの大都市でも話題となり、
当商品は全国的なヒットを記録しま
した。産官の連携を含め、地域の力を結集し、
その盛り上がりを
内外に発信することがいかに大切かを感じました。
岡

地域同士の連携も大事です。たとえば地域の農産物も、産

地によって、味や特徴などいろいろな違いが出てくる。複数の地
域を束ねて、
その違いを
「見える化」
する形でプロモーションして
もおもしろいでしょう。
宮地
材支援」の取り組みとして、民間の人材を自治体に派遣する
「シ

県で観光振興を進めていましたが、広島県と愛媛県の柑橘を使

ティ・マネージャー制度」
を設けるなどしていますが、第2期地方

用した「野菜生活100瀬戸内柑橘ミックス」
を開発したことも契

創生に向けては、民間企業にはさらなる協働の推進を、自治体

機の一つとなって結びつきが強くなり、瀬戸内ブランド推進協議

には民間企業の力の積極的な活用を、
これまで以上に意識して

会が設立されました。
エリア全体を見据えた観光振興が図られ

ほしいと考えています。

るようになったのです。
このように地域活性化のためには地域

立場の違いを活発な
コミュニケーションで克服
自治体と民間企業が活発に協働していく中で、必要なこ

矢尾

とは何でしょうか。
岡

互いの立場の違いを認識しながら、積極的にコミュニケー

ションを図っていくことでしょう。自治体は税金を用いて事業を
進める性質上、公平性を保つために、各種手続きを重視します。
民間企業の方々からすれば、自治体特有の論理、事業の進め
方、組織体にとまどう場面もあるでしょう。
しかし、自治体も民間企業と議論を交わす中で、
さまざまな気
づきを得ていきます。最初は丁寧な説明、進め方が必要でしょう
が、
うまく回り出すと、加速度的に事業は進んでいきます。
宮地

民間企業が自治体や地域と共通の価値観を持ち、同じ

目線で課題に取り組む姿勢も欠かせません。当社も、自治体と
包括協定を結ぶ際には、
その自治体が策定した中期ビジョンを
読み込み、
どの分野で当社は貢献できるのか、検討を重ねた上
で、自治体との共通目標を設定します。

8

瀬戸内海を囲む7県にまたがる瀬戸内地域は、以前は各

同士でまとまることも大切です。
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事業の継続性に向けて
必要なこと
矢尾
岡

とするためにも、なおさらこのPDCAの仕組みは重要だと考え
ています。
矢尾

本日は官民連携による地方創生の在り方について、
さま

ざまな気づきを得ることができました。
ありがとうございました。

地方創生事業を長く継続させる秘訣はありますか。
民間企業の取り組み方も重要です。社会貢献の観点から

地方創生に取り組んでいただいている企業もあり、たいへん心
強く思っているところですが、最終的に利益につながらなけれ
ば、事業の継続は難しい面もあるでしょう。民間企業・自治体の
双方にメリットがある関係で事業展開を図ることが重要だと思
います。
宮地 「野菜生活100瀬戸内レモンミックス」はまさにその典型
例です。
このヒットをきっかけに、
「野菜生活100季節限定シリー
ズ」は軌道に乗り、今や飲料の売上で大きな割合を占めるよう
になりました。一方で、広島県内でも、
レモンの需要が掘り起こ
され、就労者の増加を含め、地域活性化につながりました。
岡

キーマンが担当からはずれたとたんに事業が停滞してし

まった、などということにならないよう、前任者が築いたことを
レガシーとして残すなど、組織として事業を継続させる仕組みの
構築も大切でしょう。
宮地

包括協定を締結している自治体とは、毎年、総括会議を

開き、達成状況を確認した上で、翌年の目標を設定しています。
民間企業、自治体とも人事異動がある中で、持続性の高い事業

自治体は民間企業の持つ知見をうまく取り込んでいく
たとえば地域産品の創出においては、地域資源の特定、
プロモーションの展
開、販路の特定・拡大などさまざまな分野で民間企業が持つノウハウを活かし
ていく

官民連携による
地方創生の
ポイント

民間企業は自治体や地域住民と共通の価値観、
問題意識を持つ
地域の課題に一緒になって取り組む姿勢が必要

民間企業・自治体双方に利益がある関係性を保つ
地方創生事業を進めることが、民間企業の事業の拡大や新事業の構築の機会
ともなる。
事業を継続させる仕組みづくりも重要
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CASE 1

長野県飯綱町様

りんごの里に新しい果実を生み出す種をまく

地域に密着して進めるまちづくり
緑豊かな丘陵地に特産のりんご畑が広がる長野県飯綱町。人口減少に歯止めをかけ、地域を活性化していくためにさまざまな事
業が展開されています。トッパンは、町役場の方や地域住民とともに、地域活性化を進めていく人財の育成や、地域のしごと創出、
交流拠点づくりに関する取り組みを推進しています。

ひとを育て、しごとを創るプロジェクトで飯綱町の未来を築く
トッパンと飯綱町は、2016年から5カ年事業「しごとの創業・

中で、
廃校になる予定の校舎の活用について考えていたところ

交流拠点整備事業」
（以下、当事業。詳細は右ページ下部参照）

でした。
小出さんの提案は具体性があり、
町の構想と合致してい

に取り組んでいます。これまでの経緯やこめた想いについて、

ました。
大変な熱意で、
これなら事業が実現できそうだと考えま

飯綱町役場の渋澤様と、プロジェクトを担当するビジネスイ

した。

ノベーション推進本部の小出が振り返りました。

小出 １年目は、
まずは「町の資産の発掘」のために「100人イ
ンタビュー」
と題して、飯綱町に関わりがある100人の方へのイ

小出

私は長野県の出身で、高齢化が進み、子どもや若い人が

少なくなって地元の活気がなくなっていくのを肌で感じていまし
た。私自身もUターンをせず東京で就職したのは、子どものころ
にイキイキと働く大人の姿を見る機会が少なく、
どういう働き方
があるのかという学びもなかったのが原因だと考えました。
そこで、
子どもにも大人にも学びの機会を提供して、
自ら仕事
を創り出せる、考える力を持つ人を育てることが必要という仮説
を立て、当事業をご提案させていただきました。
渋澤 ちょうどまちづくりの指針となる
「10年総合計画」
を策定

ン タ ビ ュ ー を 行 い ま し た 。内 容 は『 I I Z U N A 1 0 0
PROFESSIONAL PEOPLE』
という冊子にまとめ、
100人をつ
なげるミートアップパーティーも開催しました。
インタビューを通
じて町の課題も認識することができたのも大きな成果です。
渋澤

これが各方面で評価が高く、私たちも知らなかった方を

発見し、人と人をつなげる関係づくりのきっかけにもなりまし
た。
小出

地道な作業でしたが、
とても大事なことだったと思いま

す。
さらに１年目は、
より良い未来に向けて自ら学び、行動できる
人財を育成する「いいづなフューチャースクール」
（ 以下FS）
（→P.13）
もスタートしました。
渋澤

FSはまさに人財を育てる取り組みで、当事業の肝です。

いくら施設を整えても、
そこに価値がなければ有効に活用され
ません。
価値を高めるエンジンがFSであると考えています。
小出

FSをブラッシュアップさせつつ、Webマガジンの開設や

まちづくり会社の設立などさまざまな事業が進んでいきました。
渋澤さんとはかなり打ち合わせを重ねました。
渋澤

連携が進むにつれ、
トッパンさんが企画だけでなく実務・

運営まで丹念に進めることができること、
「自分ごと」
として、一
緒に成功させたいという気持ちを持っていることが強く伝わって

長野県飯綱町
長野県の北部に位置する飯綱町は、東京から約2時間、長野市街地から車で3 0分ほどの場

所にある、りんご畑に囲まれた人口約1万10 0 0人ののどかな町です。高原の自然から生まれ

た風光明媚な霊仙寺湖周辺には、キャンプ場や温泉、スキー場などがあり、町内にはゴルフ
場やワイナリーなど多彩な観光資源が点在しています。

若年層の人口流出が多く、特に15歳から45歳の女性の数が長野県内でも少ない傾向にあるな

どの課題を抱えています。
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Special Feature 企業のチカラで地域をもりあげるには !?

リノベーション中の
旧三水第二小学校にて
（詳細は次ページ参照）

きました。
行政は何をするにも慎重になってしまう
傾向があります。
ところが今回連携するこ
とで「とにかくやってみよう」
という意識が
生まれました。地域の方の意識も変わって
きており、特に若い人たちが自分たちの意
見をいう機会が増えてきました。現在、地
域の交流拠点にするべくリノベーション中
の廃校舎も、いろんな人が集い、
アイデア
を出し合って新しいしごとが生まれていく
場にしていきたいです。
小出さんには、今後もぜひ何らかのか
たちで関わって、飯綱町の目指すゴール
を一緒に見ていただきたいですね。
小出

当事業の完了後も町が「自走」
していけるよう、段階的に

長野県 飯綱町役場 企画課 地域振興係 地域振興係長

渋澤 陽一さん（右）

サポートしていきます。
また、現在はまだ点在化しがちな人と人
をつなげ、有機的なコミュニティを形成することを目指します。

凸版印刷株式会社 情報コミュニケーション事業本部
ビジネスイノベーション推進本部
エリアイノベーションチーム

飯綱町で得た貴重な経験を、他の地域でも活かし、日本全体
を元気にする——それが、今後の目標です。

小出 麻由（左）

しごとの創業・交流拠点整備事業

人づくり

「しごとの創業・交流拠点整備

事業」は、飯綱町の人口ビジョン

学び、集い、つながれる
各種イベントプログラム
いいづなフューチャースクール

と総合戦略に沿って策定され、
2016年度より内閣府の地方創生
推進交付金を受けて5ヵ年計画で

推進しています。地域経済の活

性化、創業比率の増加などを目

標に、
「人づくり」
「 関係づくり」

「機会づくり」を軸にしたさまざ

まな活動を実施しており、トッ
パンはコンサルティング・プラ

ンニングから運営までの一連の
業務を担っています。

まちのプロフェッショナル人財紹介
人と人をつなぐ冊子

IIZUNA 100 PROFESSIONAL PEOPLE

地域活性化を進める団体
まちづくり会社

関係づくり
移住者拡大を図る
ショート型
二拠点居住実証

地域のしごとを育成する
いいづな事業チャレンジ

機会づくり

町の情報を町民が
発信する Web サイト
いいいいいいづな

遊休地を
リノベーションして活用
地域の交流拠点施設
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1

2

3

4

飯綱町とトッパンの地方創生事業のあゆみ
関係づくり

2016年

飯綱町のWebマガジン

1月 飯綱町とトッパンが出会う

いいいいいいづな

5月 「100人インタビュー」
をスタート

2018年開設のWebマガジン
「いいいいいいづな」
では、町民の方自

100人の方全員をトッパンがインタビュー！

身がライターとなり、
飯綱町の
「いい」
と感じたことを記事として発信して

数珠繋ぎでさまざまな方をご紹介いただき、
お話をお聞きしていくうちに、

います。飯綱町出身者ならではのディープな情報、I・Uターン者のライ

町の魅力や共通の課題が見えてきました

ターだからこそ気づける隠れたおもしろさなど、
各人が見つけた
「いい」
をお届けし、
ありのままの飯綱町の魅力を伝えています。

8月 いいづなフューチャースクール開校

現在10人前後のライターが記事を執筆。
プロライターのほか、
ライティ

10月 飯綱中学校でキャリア教育スタート

ング講座を受講したり、
ポスター告知を見て集まったライター未経験者も

		 中学生が町内で働く人にインタビュー

町民ライターとして活躍しています。

12月 いいづな・ミライカフェ開催（継続中）

2019年6月には、
ライターが集まり編集会議が開催され、
記事の方向

		 ワークショップ形式で、地元住民や
		 高校生からの課題や要望を抽出

性などを話し合う情報共有の場になりました。
ライター同士のコミュニ

2017年

ティが形成されつつあります。

8月 いいづなサマープログラム
（継続中）
		 「自由研究ゼミ」
スタート

		 首都圏と飯綱近隣の小学生が交流する
		 宿泊型のプログラム

9月 中高生向け
「いいづな起業体験スクール」
（継続中）
		 スタート
2018年
1月 交流施設
「ZQ
（ズク）
」
オープン

幅広い年齢層のライターが、
それぞれの目線で記事を投稿して
います。現在は移住を検討されて
いる方の閲覧が多いようですが、
今後は町民の方にももっとアピー
ルしていきたいです。
（編集長／ライター 眞鍋知子さん）

飯綱町のおすすめ手みやげを紹介する記事
などを投稿しています。町民から取材リク
エストをいただくこともありますよ。
（副編集長／ライター はっさく堂さん）

2月 いいづなウィンタープログラム
（継続中）
		 「ものづくりゼミ」
スタート

		 千葉県流山市の母子が異なるテーマで
		 デザインシンキングを体験する宿泊プログラム

ライター未経験でし
たが、持ち前の好
奇心を活かして、セ
ミナー紹介などさま
ざまな記事にチャレ
ンジしています。
（ライター
KAORUさん）

（継続中）
3月 「いいづな事業チャレンジ」
スタート

		 地域で新しい事業を立ち上げる人を応援

5月 「100人インタビュー」
の
		 内容をまとめた冊子
		 『IIZUNA 100 PROFESSIONAL
		 PEOPLE』
VOL.1-3
		 完成記念パーティー

		 Webマガジン
「いいいいいいづな」
開設
6月 「いいづな起業体験スクール」
が
（継続中）
		 高校の授業に組み込まれる

https://iizuna.jp/

機会づくり
旧三水第二小学校校舎の活用

10月 ショート型二拠点居住実証実施（継続中）

地域の交流拠点施設の整備

2019年

プロジェクトが現在進行中です。
1Fでは先行してシードルリー工場
「林檎学

5月 まちづくり会社
		 「株式会社カンマッセいいづな」
設立

校醸造所」
が稼働。
さらに今後は、
食のコリドーとして、
レストランや特産品販

11月 旧三水第二小学校を地域の交流拠点施設にする
		 リノベーション工事がスタート

8月 地域間のコミュニティ交流
（継続中）
		 「価値交換プロジェクト」
実証スタート
2020年
5月 旧三水第二小学校リノベーション施設
		 オープン予定
12

いいいいいいづなについて詳しくは

廃校となった校舎を活用し、
地域のしごとの創出・交流拠点施設をつくる

売などもスタートします。
2Fには、
いいづなフューチャースクールのチャレン
ジラボやキッチンラボなど、
インキュベーションの場が整備される予定です。
さまざまな人が集い、
新しいしごとが生まれる拠点になるとともに、
皆
に愛され、
チャレンジする場になることが期待されています。

Special Feature 企業のチカラで地域をもりあげるには !?

飯綱町のゆるキャラ「みつどん」
〜 4 町民が気軽に集える交流施
設「ZQ（ズク）」。空家を町民自らが
リノベーションした
5 〜 6 リノベーション中の旧三水
第二小学校
1
2

5

6

いいづなフューチャースクール

人づくり

3つのゴール

学び、集い、つながれるイベントプログラム

いいづなフューチャースクール
子どもから大人までを対象に、
地域のより良い未来に向けて自ら学び、
行動でき
る人財を育成する多彩なプログラムを提供しています。
また、新しい視点を積極的に取り入れるため、町内外のさまざまな人や団体、
コ
ミュニティと協創してプログラムをつくり上げており、
2016年8月以来、
45回の実施
でのべ1000名以上が参加して、
関係人口を創出しています。

1

変化の激しい社会を「生き抜く力」の育成

2

新しいアイディアでの「社会課題の解決」

3

地域内での「しごと」の創出

自分たちらしく生きていける
持続可能な未来の町の実現

現在は拠点を持たず、
町民会館などで平均月1回実施していますが、
2020年には
旧三水第二小学校にチャレンジラボとして拠点が誕生する予定です。

いいづな事業チャレンジ
2018年度グランプリ
小野 司さん

町を活性化させる事業を発表するコンクール
「いいづな事業チャレンジ」
の受賞者
が事業をスタートさせたり、
起業体験スクールを受講した中高生が刺激を受けて進
路を決めるなど、
少しずつですが効果が見え始めています。
プログラムの例

飯綱町では、りんご農家の中でも評判が高い、

品質の良いりんごが作られています。美味しい

シードルが生まれるポテンシャルがあるこの地

にUターンし、シードルリー
「林檎学校醸造所」

を開設しようと考えました。

いいづな事業チャレンジでは、自分たちの想

いとプランを伝えることができ、開業後も町役

場から応援していただいています。また、事業

こどもの学び
いいづな起業体験スクール

おとなの学び
関係人口と地域資源を
再定義するワークショップ

みんなの学び
いいづな事業チャレンジ2019

プランをブラッシュアップする機会にもなり、
スムーズに事業をスタートできました。

北信地方が日本でも有数のシードル産地に成

長するように、農家の方々とともに頑張ります。

第13回キッズデザイン賞を受賞
子どもの地域間交流や社会課題の理解を深める内

容が 評 価され、いいづ なフューチャースクールは

2019年9月、第13回キッズデザイン賞「子どもたちの

創造性と未来を拓くデザイン部門」
にて入賞しました。

大学の学食のよう
に、ふらっと立ち寄
れて、何か面白い
ことに出会える、
仲間が見つかる場
所にしていきたい
です。
（トッパン小出）

いいづなフューチャースクールについて
詳しくは

https://iizuna.jp/
futureschool/

地域に密着できる全国ネットワークときめ細かな対応が強み
長野営業所は、飯綱町様と東京・名古屋の各本部をつなぐ役割を担って

おり、実行部隊として、町役場の方、町民の皆様に近い距離でプロジェク

トをサポートしています。各本部と連携して、
地域で得た情報をフィードバッ
クしたり、公的機関との事業に必要な事務手続など、きめ細かな対応を行っ

ています。
プロジェクトに対する意見を町民の皆様から直接伺う機会も多く、
私たちも町民と同じ目線、
同じ課題感を持って接することを心がけています。
トッパンの強みは、コンサルティング・プランニングができる部隊のほか、

私たちのように地域に密着して実行ができる営業所が各地に存在すること

です。今後も、地域の課題解決に向けて何ができるか、オールトッパンで
取り組んでいきます。

凸版印刷株式会社
中部事業部 長野営業所

横井 隆明／寺西 一騎
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CASE 2

静岡銀行様・三島市様

大型スポーツイベント開催を地域
第2期の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本方針では、東京2 0 2 0オリンピック・ パラリンピック、2 0 2 5 年の大阪・関西万
博といった「地方が世界と直接結びつく機会」を活かして、地方創生を実現していくことも重要視されています。トッパンでは、
これまで大規模スポーツイベント開催地での地域活性化の支援を進めてきた経験を活かし、新たな連携の形として、地域金融機関、
民間企業、自治体がともに地域の課題解決を図る試みに取り組んでいます。

大規模エンターテインメントを活用した地域創生の仕組みづくり
トッパンでは、東京2020オリンピック・パラリンピックなど
大規模エンターテインメントが持つ高い集客力を活用した地域
活性化を、情報デザイン事業部スポーツ事業推進本部を中心

かした仕組みづくりの面から支援することで、地域に山積する
課題の解決につなげていきたいと考えています。
エンターテインメント
（スポーツ事業、文化事業、経済事業等）

に全国の事業部と連携して支援を進めています。特に地域の

を軸とした地域活性化モデルは、観戦、観覧者の方々を中心

観光情報や見どころのデジタルコンテンツによる事前配信や、

市街地へ誘引して消費拡大を図ることが目的です。そのために

音声翻訳による多言語でのコミュニケーションなどの「情報環

は、来訪者と自治体、地元企業、住民の交流の場を設け、地

境整備」や、訪問した外国人観光客の方がもっと楽しめるよう

域の魅力を体感してもらい、来訪へとつなげるさまざまな施策

現地でA R・V Rなどのコンテンツを読み込めるようにしたり、

が必要と考えます。特に、来訪前に地域の文化体験や街のに

地域の中に人を呼び込むために商店街でクーポン発行できる

ぎわい、詳細なスポット情報といった「おもてなし情報」をお伝

ようにするなどの「認証環境整備」といったトッパンの強みを活

えすることが大切です。

交流促進

魅力づくり

情報発信

一つの大型イベントを
産業活性化につなげる

地域のポテンシャルが
発揮される施策の実施

外国人も、日本人も
回遊しやすい案内を

来訪者と開催地の産業が交流する接
点をつくることで、地域の産業振興
につながる活動を創出

地域の魅力を発掘し、
VR等のデジタル
コンテンツで伝えることで、地域の
ファンを増やすきっかけを創出

WebやSNS 等で開催地の魅力を発信。
多言語環境を整備して海外からの来訪
者へスムーズに情報を伝達

【取り組みのご紹介】

「しずおかおもてなシティー勉強会」で
地域の課題解決を図る官民連携の
プラットフォームづくりを
P.16 -17で、主催の静岡銀行様、
参加者の三島市様の声を掲載！

東京2 0 2 0オリンピック・パラリンピックに向けて静岡県内
では、伊豆市、小山町、裾野市、御殿場市で、自転車競技
（ロー
ド、マウンテンバイク、トラック）が開催されるほか、県内15
市町が海外の代表チームの事前合宿等を受け入れ、地域住民
と交流する
「ホストタウン」
に登録されています。
そうした自治体において課題となっているのが、来訪者の受
け入れ環境の整備です。特に開催地となる県東部地域には選
手団やメディア、観戦者など、海外から多くの人が訪れます。
静岡銀行と、N T T 西日本、J T B、トッパンは、静岡県内の自
治体担当者が参加する
「しずおかおもてなシティー勉強会」
を開
催しています。勉強会は、開催に伴う課題を解決していくこと

14

Special Feature 企業のチカラで地域をもりあげるには !?

の持続的な発展に活かす
イベント開催の場と中心市街地を結びつける

展示会・エキスポなど
経済活動の場

国際大会など
スポーツ観戦の場

音楽ライブ・フェスなど
文化体験の場

大型イベントの来訪者を
開催地から中心市街地に
誘引し、回遊してもらう
ための施策を展開

を目的に、
「自治体が施策をつくる上で、企画の段階から民間

り組みの成果を大会が終了した後も継続的に市民や観光客が

の知恵を取り入れていくことが重要」との問題意識から、静岡

利用できるよう、
「Wi-Fi環境の整備」
「多言語コミュニケーショ

銀行に出向中の自治体職員が発案。官民連携のプラットフォー

ンサービスの導入」
「買い物時の免税への対応」など、観光振興

ムとして立ち上げられました。

やシティプロモーション等の分野を中心に、さまざまなテーマ

一言で「受け入れ環境の整備」といっても、各自治体が抱え
る課題は多種多様です。勉強会では静岡銀行のコーディネート

について協議しています。
民間企業がそれぞれ強みを持ち寄り、地域の持続的な成長

の下、参加市町の現状課題を共有しました。そのうえで、民

につなげる「しずおかおもてなシティー勉強会」
。東京2 0 2 0オ

間企業がそれぞれの強みを活かしたソリューションを提案する

リンピック・パラリンピックを機に、静岡県では官民連携の取

など、率直な意見交換を基にしながら、オーダーメードの施策

り組みが本格的にスタートしています。

形成を目指しています。
またオリンピック後のレガシーづくりを重要視し、今回の取
15

新しい連携の形で引き出す“地域のチカラ”
地元の金融機関、自治体、企業が連携した今回の取り組みでは、新たなつながりをつくることによって地域の産業や観光資源、
人が持っている力が発揮されることを目指しています。主催者である静岡銀行様、勉強会に参加した三島市様から成果や今後の
抱負を伺いました。

静岡銀行様からの声

さん

静岡銀行 地方創生部
地方創生グループ推進役

佐藤 祐介

Shizuoka Bank

地域全体を見据えた
コーディネート役として
地域の経済が潤わなければ、われわれ地域金
融機関の存在基盤も危ういものになってしまう。

企業のお力を借りることで、自治体のよりよい施
策づくりに貢献できたと考えています。

地域のマインドセットの転換に尽力

そのような危機意識から、国の政策として地方創

静岡銀行では地方創生部の発足以来、県内自治

生が推進され始めた2015年、静岡銀行内に「地方

体との人事交流を活発に進めています。部内にも

創生部」を創設しました。中長期的な視点で、静

5名の自治体職員が出向してきており、日々、机

岡県全域の活性化を目指した専門部署です。

を並べて仕事をする中で、
「地域では本当は何に

とはいえ、地域が何か深刻な課題を抱えても、

困っているのか」
「自治体が必要としているものは

銀行だけでは解決策を提示できません。専門的な

何か」
といったリアルな地域ニーズを知ることがで

ノウハウや知見を持っていない分野もあるからで

きます。一方で、行員も地域産業や観光部署など、

す。一方、
私たちは静岡県内に多くの取引先を持ち、

自治体や公的機関に出向し、さまざまな公益業務

その経営をサポートする中で、
「地域の中にどのよ

に携わっています。そこで得られる地域課題も共

うなプレイヤーがいるのか」を正確に把握していま

有しながら、地方創生部としての事業や活動を進

す。また、日々の事業活動の中で、最先端の知見

めています。

や技術を持ち、全国各地での展開事例も多く持つ、

東京や名古屋などの大消費地に近い静岡県の

大手民間企業の皆さんとも協働での取り組みを進

GDPの全国シェアは3％超で、全国の都道府県の

めています。

中でも立地的に恵まれた地域であることは間違い

そうした現場感覚を基に、地域が抱える問題に
即して、具体的なソリューションを有した民間企

ありませんが、その反面、静岡の県民性として、
新しい取り組みを推進しようという気概があまり

業とその都度連携し、アレンジできるのが私たち

見られないという面があるのも事実です。そのよ

の強みです。金融機関というと、事業融資や資金

うな中で、私たちは将来への危機感を訴えながら、

調達など「ファイナンス」の面ばかりが注目されま

地方創生の旗振り役を務めてきました。その結果

すが、地方創生部はむしろ、ビジネス人脈のハブ

として地域のマインドセットをより積極的なもの

としての銀行の特性を生かしながら、地域全体を

に転換することができたと考えています。

見据えたコーディネート役を担っています。
今回の「しずおかおもてなシティー勉強
会」も、トッパンさんをはじめとした民間

今回の勉強会のように、これからも従来の発想
にとらわれず、さまざまな側面からのサポートを
行っていきたいと思います。

□ Toppan’s solution
勉強会では、それぞれの企業が
もっている知見やノウハウを地域
の課題解決に役立てていただくこ
とを目的に情報提供を行いました。
トッパンからは、地域の魅力を伝
えるＶＲコンテンツづくりや、訪日
観光客とのコミュニケーションを
支援する多言語翻訳サービスなど
を紹介しています。

ＶＲコンテンツ活用
トッパンではこれまでにVR-CG制作や360度映

像撮影など、多数のコンテンツの制作実績があ

ります。V Rを用いて、立ち入りが制限されてい
る工場や施設の見学や、現存しない遺跡や史跡

音声翻訳11言語、テキスト翻訳3 0言語に対応の

「VoiceBiz ®」で訪日観光客とのスムーズなコミュ

ニケーション支援が可能です。スポーツ会場や駅、
宿泊施設等で用いることで来訪者の満足度向上を

の当時の姿の再現をすることで、コンテンツか

図ります。
「自治体」
「学校」
「観光」ですぐに使える

をお手伝いします。スタン

載しており、訪日観光客の

ら観光地の新たな価値発掘

プラリーなどのイベントと
連動させて、来訪者の回遊

を促進することなども考え

られます。
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多言語対応の支援

固有名詞と定型文を標準搭

方だけでなく、自治体窓口・

学校での在留外国人の方へ

の対応等にも活用されてい

ます。

Special Feature 企業のチカラで地域をもりあげるには !?

三島市様からの声

三島市役所産業文化部
商工観光課 観光政策係
オリンピック・パラリンピック
誘客対策室

Mishima City

インバウンド観光の促進に向けて
全国の自治体と同様、三島市も人口減少という
問題に直面しています。そのような状況下でも、
地域の経済力を今後も維持、発展させるためには
何が必要か。三島市では観光振興、特にインバウ
ンド
（訪日外国人観光客）
誘客を重視しています。
とりわけ、
「東京2 0 2 0オリンピック・パラリン
ピック」はインバウンド観光を促進する絶好の機

米国男子バレーボールチームを呼んだエキシビション
マッチには、地元の子どもたちを招きました

会と私たちは捉えています。静岡県内では、伊豆
市、小山町などの東部地域で自転車競技が行わ

誘致にも取り組んでいます。この9月にも地元チー

れますが、開催地までの交通の結節点に当たるの

ムの「東レアローズ」と連携して、国内で開催され

が三島市です。大会関係者やメディア、観戦客が

たワールドカップの事前合宿の誘致に成功し、エ

多数、当市を訪れることが期待される中で、イベ

キシビションマッチの開催や、選手と地域住民と

ントの先を見据えた受け入れ環境の整備を積極的

の交流活動などを行うことができました。

に進めていきたいと考えています。
その具体的な取り組みを考えるに当たって力に

事

副主任

主

なったのが「しずおかおもてなシティー勉強会」で

この合宿に合わせてトッパンさんに制作しても
らったのが、チームをお迎えする横断幕です。
2 015年に行った合宿時の写真やオリパラのロゴ

鈴木 建弘
鈴木 政則

した。通常、新しい施策を検討する段階で、行政

などもあしらった、デザイン性の高い出来映えで、

が自ら民間企業を招集して、そのノウハウをお聞

とても満足しています。トッパンさんとは勉強会

きする機会はほとんどありません。当市のように

を機にお付き合いが始まりましたが、早速、連携

大規模な自治体でない場合はなおさらです。それ

の成果を生み出すことができました。

さん

さん

が今回は静岡銀行さんのお声掛けで、複数の民間

幸い、三島市には三嶋大社、三島スカイウォー

企業から最新のソリューションをご提案いただい

クなど、さまざまな観光資源があります。また、

たことで、進めるべき施策の方向性や期待される

伊豆地域の自治体が連携する形で、地域DMO
「美

効果なども、事前にイメージできました。

しい伊豆創造センター」を設立し、広域観光の推

デザイン性の高い
横断幕に満足
三島市はホストタウンとし

進にも取り組んでいます。今回の勉強会でのご提
案を活かし、また周辺自治体とも力を合わせなが
ら、インバウンド観光を本格的に推進していきた
いですね。また、静岡銀行さんには、今後も引き
続き、さまざまな分野で民間企業のノウハウ等を

て、米国男子バレーボール

把握できる勉強会やセミナーを開いていただきた

チームに対する五輪前の合宿

いと思います。

地域活性化のためのモデル構築を地域とともに
今回の勉強会におけるトッパンの提供価値は大きく２点あると考えています。

１点目は専門性を有した民間企業の立場から、多言語翻訳サービスによる受け入

れ環境整備や、V R・シティドレッシングの手法を用いた地域の機運醸成など具

体性のある課題解決の視点をご提供できたことです。２点目は、静岡銀行様と勉

強会計画段階からご一緒し、地域活性を目的としたプラットフォームづくりに貢

献できたことです。地域の課題が複雑化する中、オープンマインドで自治体と民

間企業が議論を重ねながら、具体的な解決策を共に見出していく。これからの時
代に合わせた課題解決の新しいモデルの一つではないかと思います。

これからも、静岡銀行様をはじめ、地域の金融機関とともに、そのような機会

をつくっていきたいと考えています。

凸版印刷株式会社
中部事業部
営業本部 第四部 第二課

大野 功貴

凸版印刷株式会社
中部事業部 ビジネスイノベーション本部
新事業推進部 新事業推進2チーム

牛嶋 健太
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Future Topics

5Gサービスがいよいよスタート！
テクノロジーでまちは、
どう変わるのか？
日本での5G商用サービスが2020年春に開始されます。わたしたちの生活やビジネスのさまざまな場面での変化が見込まれる中で、
地域活性においても課題解決や生活の質の向上につながることが期待されます。
「スマートシティ」や「スーパーシティ構想」といった
テクノロジーを活用した街の未来予想図が描かれていますが、具体的にはどのような活用ができるのか、その一端を紹介します。

「5th Generation」の略で、第 5 世代移動通信システムを意味します。「高速大容量通信」
「低遅延」
「多数同時接続」

５Gとは

の 3 点が特徴。同時に多くの端末につなげて、大容量データを送付でき、遅延しにくい通信環境が実現することで、
AI・IoT 等を用いて大量のデータを取り扱いやすくなり、技術革新の促進が期待されています。

テクノロジーで地域を暮らしやすく
通信環境に劇的な変化をもたらす5Gで、地域がこれまで抱えていた課題を解決していく取り組みが可能になります。他のテクノロ
ジーと連動させることで、地域格差を解消し、地域をより住みやすい場所に変えていく可能性も秘めています。

遠隔医療・介護の実現
遠隔診療やAIホスピタル、
ドローンを使った
医薬品配達も

5Gで地域がもっと近く、
つながる場所に

人が常時監視できない
河川・森林の様子を
チェック

河川などの防災対策

テレワークの活性化
高速・大容量でも
安定した通信環境で、
働きやすい環境に。
ワーケーション※の実施も

自動運転・自動配送

大容量データの
コンテンツを使って、
質の高い教育を

農業・工場の人手不足解消
担い手不足の産業に、
ドローン、ロボット等を
活用して無人作業を

AI・IoTと連動させて、
課題解決も

自動運転で
高齢者の生活が楽に。
ドローンを使って自動配送
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遠隔教育の充実

※ワーケーションとは、仕事（work）と休暇（vacation）
を組み合わせた造語で、休暇中
に滞在先の観光地などで働くことを意味します。長期休暇を取得することにためらい
を感じていた方の取得を促し、滞在先の地域活性につながることも期待されます。

Special Feature 企業のチカラで地域をもりあげるには !?

距離や時間を超えて、5Gでリアルな学びの体験を
トッパンでは自社のノウハウと5Gを組み合わせることで、地域の社会課題解決や新たな体験・価値を地域の壁を超えて提供する取り
組みを進めています。高精細４K VRデータやAR教育コンテンツを組み合わせた、遠隔教育・体験型教育について紹介します。

5Gで世界が広がる！ トッパンが挑戦する遠隔教育
IoA※ で「バーチャル遠足」を実現

今はなき、古代琉球の城を目の前に

小中高等学校向けに、学校と遠隔地をつなげる遠隔

一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー様、

校外学習サービス「IoA学園 」を提供開始しています。

株式会社NTTドコモ様とともに、5Gを用いた歴史教育

このサービスではトッパンと東京大学大学院情報学環

コンテンツ配信の実証実験を2019年1月に沖縄県の今帰

TM

暦本研究室が共同研究している「IoA仮想テレポーテー

仁城跡で行いました。今帰仁城は世界遺産にも指定さ

ション®」技術により、4K映像で学校と遠隔地をつなげ

れる歴史ある史跡です。実証実験では、現地を訪れる

ることで、移動にかかる時間的・身体的な制約を解消し、

修学旅行生に今帰仁城の歴史を体感してもらうことを目

子どもたちの学びの場を広げます。これにより国外や

的に、トッパンが制作したVR・ARを活用した歴史教育

立入困難な場所への「バーチャル遠足」が簡単に実現で

コンテンツを使用し、城の姿や城内であった戦など当時

きます。これまでにこの技術を用いて、帰還困難区域

の出来事を再現した大容量の高精細4 K V Rデータを、

の福島県双葉町の小学校で「バーチャル ふるさと遠足」

遠隔地にいる専門家の解説やA Rコンテンツとともにリ

を実施したり、鹿島特別支援学校の子どもたちをJリー

アルタイム配信しました。この取り組みから、新たな学

グ公式戦へ招待する取り組みを行っています。

習モデルや観光体験の創出などを目指しています。

もしかしたら、動物園に行くよりすごい発見が…

インターネット・双方向接続

※I oA（Internet of Abilities）とは、人間の能力拡張を目的とし、人やロボットが時間・空間の制約を超えて各々の能力を活用しあえる
ネットワーク環境のことを指します。

で
地方
いと
た
し
暮ら たら。
思っ

移住希望者と地方を「ピタロカ」でマッチング
「東京一極集中」という課題に対し、
5G と IoT、
AI などを活用して、
東京でしかできなかった仕事や学び、
働き方などを地方でも実現できる社会になれば、今より地方で生きるという選択をしやすくなるのではない
でしょうか。トッパンはそんな時、自分にあった場所を探すお手伝いができればと考えています。

地方への移住希望者と自治体のマッチングを支援する Web サービス「ピタロカ」の開発を、トッパン
は NPO 法人ふるさと回帰支援センターと共同で進めています。2019 年 7 月にはテスト版サイトを公開し、
実証実験を行いました。

詳細は、SOCIAL INNOVATION NEWS Vol.6

裏表紙に掲載しています。

https://www.toppan.co.jp/biz/social/sin/
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Focus on Works
トッ パ ン の お 仕 事

肌の色と多様性をテーマにしたCSR教育
株式会社資生堂様 「マイ・クレヨン・プロジェクト」 クレヨン箱、巻紙制作
資生堂様の
「マイ・クレヨン・プロジェクト」
は、子ども一人一人の肌の色を忠実に再現したクレヨンを使って行う、教育プログラム。トッ
パンは、32色セットのクレヨンの箱と57色分のクレヨンの巻紙の制作を受注しました。ディレクション担当・入江 昭仁（情報コミュニ
ケーション事業本部 情報デザイン事業部）
、制作担当・福沢 利哉
（
（株）
トッパングラフィックコミュニケーションズ 事業企画本部 企画
製造部）
に、箱の設計や巻紙の印刷方法について話を聞きました。

子どもの肌の色を再現したクレヨン。
一言に「肌色」といってもさまざまな
色合いがあることがわかる

【仕様】
・クレヨン箱
		
		
・巻紙
		

肌の色57色を刷り分ける
日本には、古くから「肌色」と呼ばれる色が存在してきました。

ら、インクジェットプリンターでの出力を選択しました」
（入江）
。
ところが、57色をすべてDICの特色※に置き換え、これをさ
らにC（シアン）
、M（マゼンタ）
、Y（イエロー）
、K（ブラック）に

一方で実際には、さまざまな民族をルーツに持つ人がいて、肌

分解した値で印刷してみたところ、見た目には同じ色が並んで

の色は人それぞれ、千差万別です。
「資生堂マイ・クレヨン・プ

いるように見えてしまったり、クレヨンの色と微妙に異なって見

ロジェクト」では、一人一人の肌の色を忠実に再現したクレヨン

えたりするケースが出てしまいました。

を作成。それを使って子どもたちに自分や友だちの顔を描いて

「近い色を並べて見比べたり、クレヨンの色をよく見て、
〝少

もらうもので、お互いの個性を尊重することの大切さを学ぶた

し赤っぽい〟
〝少し青っぽい〟
などの差を感じとり、CMYKの数値

めのプロジェクトとして、2018年にスタートしました。

を1～3パーセントずつ変更していきました。特に濃いめの色は

「まず、資生堂さんが57人のお子さんの肌の色を肌色測定器

わずかな加減でも色が変動しやすく、違いを出すのが難しかっ

で測定し、これを肌の色を測る基準として広く使用されている肌

たですね。普段から肌の色合いなどで繊細な違いの調整を行っ

色カラースケールの値に置き換え、クレヨンにする57色を決定し

ている化粧品担当のオペレーターとやりとりを重ね、最終的に

ました。クレヨンの巻紙の印刷については、本来、違いを正確に

は目で確認して57色を刷り分けていきました」
（福沢）
。

再現するには57色分の特色インクを使うのがベストなのですが、
今回はプロジェクト用の限定生産でロット数も少なかったことか
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大きさ：375mm×102mm
用 紙：サーブルスノーホワイト
46/260kg
判 型：46mm×60mm
用 紙：上質46/55kg

※通
 常の印刷ではCMYKの組み合わせで色を表現するが、CMYKでは再現が難しい色の
ために特別に調合したインクを特色という。DICとはDIC株式会社製の特色インキを指す

プログラムのための教材制作に参加
「資生堂マイ・クレヨン・プロジェクト」
とは
肌の色と多様性をテーマにした、資生堂様のCSR教育プロ

グラム。
まず、
子どもたち一人一人の肌の色を精密に計測し、
各色を忠実に再現したクレヨンを制作。後日、出前授業に

おいて、子どもたちに32色のクレヨンを提供し、自分や友

だちの肌色にぴったりのクレヨンを使って顔の絵を描いて

もらう。肌の色は千差万別であること、それぞれの個性を
認め合うことの大切さを学んでもらうこと

をゴールとしている。現在、Webサイトに
おいて、実際の授業の様子と、参加した生
徒や先生の感想を動画で公開中。

クレヨンと巻紙の色を近づけるために試行錯誤した

クレヨン箱の設計メモ。
デザイン性と強度の両立を図った

ぬくもりが感じられ、
強度も保たれた箱のデザイン
3 2色セットの箱については、資生堂様からのご要望をうか
がった上で、デザインの細部から検討を進めました。
「主なご要望は、中のクレヨンの色が見えるようにフタに窓
を開けるなどの工夫をすること、全体の色は白を基調とするこ

た。その上で、下箱の中に1枚段ボール紙を敷いたり、下箱の
縁の形状に厚みを持たせるなどして、強度を持たせました。ま
た、クレヨンが偏るとフタが浮いてしまうので、４本ずつに仕
切りをつけるなどの工夫も取り入れてみました」
（福沢）
。
完成したクレヨンセットは実際に子どもたちに配られ、自分
や友だちの顔を描く出前授業で使用されました。
「教育プログラムの教材に関わらせていただいたのは初めての

と、子どもたちのために温かみのあるデザインにすること、な

経験でした。動画で子どもたちが実際にクレヨンを使っている様

どでした。一般的なクレヨンは多くても24色セットであり、32

子を見て、今までとは違う満足感、達成感を覚えました」
（福沢）
。

色ではかなり細長い形状になります。しかもフタに窓を開ける

「私も子どもたちの笑顔がとても印象に残りました。子を持

ため、どうやって強度を保つかが、大きな課題でした」
（入江）
。

つ親の一人として、子どもたちを幸せにするプロジェクトに関

「検討の結果、温もり感を出すために、紙質はざらっとした
手触りのサーブルを選び、色は真っ白ではなくクリーム色にし
ました。フタの窓は、巻紙に印刷した文字がちゃんと読めるこ

わることができて、うれしかったですね」
（入江）
。
こうした社会貢献に関連した製品づくりの場においても、
トッパンの技術と経験、社員の
「想い」
が生きています。

と、箱の強度が保たれることを条件に、サイズを割り出しまし
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「慶長使節船復元船サン・ファン・バウティスタ」VR映像を制作

リアルなVR映像で船内見学を疑似体験
宮城県慶長使節船ミュージアム
（サン・ファン館）様
Vol.6
「想い」
「 アイデア」をリアルなカタチに。
心を動 かしコミュニケーションをつなぐ
先端表現技術

宮城県石巻市にある宮城県慶長使節船ミュー
ジアム
（サン・ファン館）
では、今から約4 00年前

た。また、風でゆれる木々、鳥が飛ぶ姿など、

に太平洋を渡った木造洋式帆船
『サン・ファン・

船の周辺環境の表現も工夫しました。細部まで

バウティスタ号』
の復元船を展示しています。現在

こだわらないと、見た人がその世界に入り込め

船内は老朽化の影響により立入禁止となっており、

るようなリアリティは生まれません」
（木下）。

2021年度以降の解体が予定されています。トッ

上空からの映像のほか、帆を張った姿なども

パンは、復元船のアーカイブ化を実施し、船内

見ることができます。
「単にリアルというだけでは

見学を疑似体験できるVR映像を作成しました。

なく、CG、V Rならではの表現をしたいと考え、

「2 017年は復元船のアーカイブ化を行いまし

通常では見ることができない角度からの映像を

た。船内だけでなく、ドローンを用いての船体上
部の撮影や、船底の水中撮影も実施。また三
次元計測を行い、得られたデータからサンプル

VR映像はシアターと展示室で閲覧可能。
シアターではナビゲーターが説明しな
がら上映。展示室では、来訪者がコン
トローラーを使って自由に画面を操作
できる

ルな仕上がりです。
「光の調整を綿密に行いまし

作り上げました」
（木下）
。
現場での意見交換を重ね作り上げた当作品。
サン・ファン館の皆様に喜んでいただけました。

V R映像を作成しました。その後、現場の方の

「デジタルアーカイブし、V Rという手法を用いて

ご意見を反映してブラッシュアップを重ね、サン・

データを整備すれば、さまざまな公開手法が可

ファン館でVR映像が公開されたのは2019年の

能となり、今後、活用の機会が広がることが期

ことです。撮影・計測からVR化まで一連の作業

待されます」
（木下）
。

をトッパンで行ったため、VR化を見据えた計測・
撮影のディレクションができました」
（木下）
。
完成したV R映像は、実写と見紛うフォトリア

【担当者】
凸版印刷株式会社 情報コミュニケーション事業本部
ソーシャルイノベーションセンター
先端表現技術開発本部 VRビジネス開発部 木下

史彰

（上）
VR映像では帆を張っている復元船の姿を再現
（左）
船内の骨組みをスケルトンで表現。さまざまな形状の木材が組み込まれた
ガレオン船内の構造体が一目で分かる

サン・ファン館および
サン・ファン・バウティスタについて
詳しくは

https://www.santjuan.or.jp/
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NEWS & INFORMATION
トッパンでは、印刷技術・印刷表現をもとにした新たな製品・サービスを日々生み出しています。
その中から、最新ニュースをピックアップしてお届けします。

テレビに挿すだけで観光情報を提供できるホテル向けサービス

インバウンド

インバウンド需要が高まる中、市場が急速に拡大するホテル業界で

は、人手不足や多言語対応が課題になっています。同時に、数多くある

店舗や企業の
広告配信

宿泊施設の中からお客さまに選ば れるには、より高いホスピタリ

ティーが求められます。

そこでトッパンは株式会社トランザスと連携し、
テレビにスティック

旅道®DB

エンターテインメント
コンテンツ配信

周辺の
観光情報配信

型端末を挿入して施設情報や周辺観光情報、
クーポンなどが提供でき

るホテル向けインフォメーションサービスの提供を2019年10月に開

IoT情報発信プラットフォーム

始しました。本サービスはトッパンが持つ日本の魅力を世界へ発信す

るサービス基盤「旅道®プラットフォーム」※1と、STB※2トップメーカーで
あるトランザスの技術を連携したものです。

（VOD、
コンテンツDB）

ホテル
インフォメーション配信

旅道®DB

客室テレビのHDMI端子にスティック型端末を挿入するだけで、簡

周辺店舗の
予約サービス

単に本サービスを導入することができます。画面のデザインや提供す

る機能は、ホテルごとに設定が可能。利用者は、自身のスマートフォン
で「旅道®アプリ」
を使えば、得た情報をホテル外でも閲覧できます。

トッパンは情報発信から予約・送客・観光消費促進までを網羅し、人

と経済が循環する新たな地域活性基盤として本サービスの活用を全
国規模で推進し、2023年までに30,000室以上の導入を目指します。

旅道®DB

周辺店舗で使える
クーポン配信
※一
 部 サービスは
2020年提供予定

※1 観
 光ガイドアプリ
「旅道-TABIDO-」
をはじめとする国内外のアプリ・Webサイ
ト・サイネージ・紙媒体など、さまざまな媒体へ観光コンテンツ配信を可能に
する情報発信プラットフォーム
※2 テ
 レビに接続し、衛星放送、地上波テレビ放送（デジタル放送）
、I P放送などの
放送信号を受信して映像を視聴でき、ミニコンピュータ・機能特化型の専用機と
しても利用可能な端末

アスリート解析による最適なトレーニング指導システムの共同研究を開始
トッパンと日本体育大学（以下、日体大）は、世界初となるトップアス

スポーツ

あなたの動作

リートの動作解析データを基に個人に合わせた最適な動作トレーニン

標準動作モデル

グ法を提供する
「標準動作モデルを用いたループ型動作トレーニング

システム」の共同研究を開始しました。

本共同研究では、日体大大学院体育科学研究科 阿江通良教授が

開発したスポーツバイオメカニクス※的手法を用いて効率的で身体へ

の負担が少ない標準動作モデルを作成するとともに、経験豊かな指

導者が持つ運動者の特性に応じた指導方法をデータベース化します。

トッパンは、先端表現技術を活用し標準動作モデルと運動者を比較

観察

撮影した自分の動きと標準動作モデルを比較

し、改善点を抽出するための可視化技術を開発。
また、
コーチが運動

者を評価し、改善させるためのトレーニング方法をアルゴリズム化しま

そのほか最新情報はホームページをご覧ください  

改善ループ

試技

※体
 育スポーツ科学の基礎的分野の一つ。人間の動作やスポーツ動作を力学的に
研究することで、動作のメカニズムや技術の原理の究明、障がいの予防を目指
す学問分野

技術指導データ

指導介入

向上を実現し、
スポーツ市場の活性化を図ります。

評価・診断

本共同研究により、子どもから高齢者まであらゆる世代におけるス

ポーツ愛好者や競技者の運動能力向上、健康増進、指導者のスキル

観察

アの情報から、個人別の最適なアドバイスを受けることができます。

標準動作モデル

準備（撮影）

す。
これにより、標準動作モデルとの動作の差分などを算出したスコ

標準動作モデルと技
術指導データを用い
て改善ループシステム
を構築

「標準動作モデルを用いたループ型動作トレーニングシステム」の概要

https://www.toppan.co.jp/
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