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C O N T E N T S
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読む前に、読むデータ

04

Special Feature

イベント編

リアル×バーチャル イベント

体験をデザインする

06

企画設計から効果検証まで総合的な
視野でイベントをトータルサポート

08

Special Interview
2025年 大阪・関西万博プロデューサーと語る

新時代のイベント構築方法
「サイバーフィジカル」が導く新しい価値共有
2025年日本国際博覧会 会場運営プロデューサー
株式会社シンク・コミュニケーションズ 代表取締役
大阪市立大学 客員教授

石川 勝 さん
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Case 1

凸版印刷株式会社
情報コミュニケーション事業本部 マーケティング事業部
エクスペリエンスデザイン本部 イベントプロデュース部

松本 洋伸

さいたま市様
さいたま国際芸術祭2020

アートをきっかけに地域と向き合い
新たなつながりを築き上げていく芸術祭
16

Case 3

森永乳業株式会社様
巨大「ピノガチャ」出現！体験型サンプリングイベント

14 Case 2

渋谷発! ｅスポーツイベントを通じて
子どもたちに先進ビジネスの体験機会を提供
18

親子で楽しさとおいしさを分け合い
笑顔あふれる体験型イベント
19

公益社団法人 東京青年会議所 渋谷区委員会様
SHIBUYA eSPORTS EXPERIENCE

Case 4

株式会社宝島社様
リンネル
「心地よい暮らしフェスタ2019」

雑誌の世界観と媒体価値を体感する
メディア発のリアルイベント

Special Topics

デジタルテクノロジーで魅了する空間演出
東日本旅客鉄道株式会社様・株式会社ジェイアール東日本企画様
高輪ゲートウェイ駅「鉄道テラスビジョン」

20

TOPPAN SOLUTION
販促イベントからセミナー、展示会、エンタメ系バーチャルイベントまで。

Withコロナ時代のオンラインイベント
22

印刷屋さんの道具箱 第19回

ペーパーゲージ
23

NEWS & INFORMATION

「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。
2

読 む 前 に 、読 む デ ー タ ｜

イベ ント 編

今、
イベントに注目が集まっています。実際の会場に多くの人が集まる従来の
イベントに対して、
オンライン上で開催するイベントが大きな広がりを見せています。

これからは双方の特徴や利点を活かした新たなイベントのニーズが高まるでしょう。

1

Data

展示会出展経験者の83％が、

オンラインとオフライン併用の展示会に
「興味あり」
展示会出展経験のあるビジネスパーソン106人を対象とした調査で、
オンラインとオフライン両方を活用した
展示会マーケティングについてどう思うかとの問いに対し、
83％が「興味がある」
と回答しています。

Ｑ

あなたは、オンラインでの簡単な交流の後に、
より興味を示した人に対して対面での展示会へ案内する
など、
オンラインとオフラインの両方を活用した展示会マーケティングについてどう思いますか。
全く興味がない

3.8％

あまり興味がない

13.2％

非常に興味がある

32.1％

83.0％
少し興味がある

50.9％

出典：株式会社展示会営業マーケティング「コロナ禍における展示会の実態及び今後の出展動向」に関する調査より作成

Data

2

参加者が感じるオンラインイベントの利点は
「気軽さ」

「参加者が感じるオンラインイベントの利点」
として挙げられたのは、
「気軽に参加できた」が83.1%ともっとも
多くなっています。

Ｑ

オンラインイベントに参加して良かったことを全て選んでください。
(複数回答、参加者に質問 回答数 1281)

83.1％

気軽に参加できた
無料だった

47.9％

(Zoomの画面越しなどで）
他の参加者の様子を知ることができた

28.3％

新しいことを学べた

58.0％

アーティストや登壇者など、
知らなかった人のファンになった

15.8％

有料チケットや寄付によって、主催者やアーティスト、
コミュニティをサポートできた
その他

25.2％
4.1％

出典：Peatix Japan株式会社「2020年 オンラインイベントに関する調査」より作成
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コロナ禍によって社会の変化が加速したと言われていますが、
イ
ベント分野もまさにそのひとつ。
未曽有の事態となったこの約半年
は大きなターニングポイントとなりました。

トッパンが考えるこれからのイベントのポイントは、
「リアルと

バーチャルを掛け合わせた体験価値の最大化」
です。
従来のリアルイベントで大切にしてきた
「体験価値」
――実際に

イベントが従来と同じ形で開催できなくなった状況下で、
オンライ

見て触れて人と共感することから生まれる深い体験と感動を、
オ

ン化が一挙に広がりました。
わずか数カ月の間でオンラインイベン

ンラインイベントで活用されるデジタル技術や手法を使って増幅

トが急速に浸透した背景には、
コロナ禍での生活の変化と時間の

し、
より多くの人たちと共有することで生まれる絆づくりが重要に

使い方の変化も要因となったのでしょう。
“新しい生活様式”の提唱

なると考えています。
オンラインイベントとリアルイベントは形式に

により“密”を避ける行動が求められるようになったことはもちろん、

違いはあれ、
目指すところは同じ
「体験価値の最大化」
です。
別々

企業や学校で“リモート”が推進され、
在宅の時間が増えました。
そ

のものとして分けて考え、
どちらかだけに注力するのではなく、

うした中で、
空いた時間を自分のペースで有意義に使いたいとい

ケースに応じて両方の特徴や手法を柔軟に掛け合わせ、
相乗効

う生活者の思いと、
インターネット環境とPCやスマートフォンがあれ

果を生み出していくことが求められます。
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ばどこからでも参加できるオンラインイベントの気軽さがマッチした

トッパンは、
長年培ってきたリアルイベントの豊富な知見に、
多彩

のではないでしょうか。
また、
“リアル”の代替というだけではない独

なデジタル表現技術とオンラインイベントのノウハウ・アイデアを組

自の楽しさやコミュニケーションのあり方が追求され、
オンライン上

み合わせ、
より良い体験価値
（Good Experience）
を創出します。

に会場を構築して集うバーチャルイベントなども広がりました。

今回の特集では、
トッパンのイベント事業のルーツやイベント制

オンライン化とバーチャル化によって時間・空間の制約がなく

作手法の紹介をはじめ、
2025年日本国際博覧会の会場運営プロ

なることで、
イベントの可能性は大きく拡大しました。半年ほど

デューサー・石川勝さんと語るこれからのイベントについての特別

の間で起こったこうした急激な変化を経て、今後のイベントはど

対談、
さらにトッパンが携わってきた多彩なイベントの事例紹介を

うなっていくのでしょうか。

通じ、
新時代のイベントのヒントを探ります。

5

企画設計から効果検証まで総合的な
視野でイベントをトータルサポート
トッパンではプロモーションやブランディング、
地域活性など、
企業・自治体のさまざまなイベントを数多くサポートして
きました。
その基盤となるトッパンのイベント事業のル−ツと、
イベントの組み立て方をご紹介します。

空間とコンテンツ、
デジタル表現技術の
知見を融合したトッパンのイベント事業
トッパンのイベント事業は、1970年に大阪で開催された日本
万国博覧会でパビリオンの展示演出に関わった経験に端を発

の市場やニーズを
「調査・分析」
し、目的を明確にして、
コンセプ
トを固めることが重要です。
これに基づき、参加者にどのような
情報を提供し、どんな印象を持ち帰ってもらいたいかというコ
ミュニケーションシナリオを設計します。

します。
これと並行して、商品パッケージや店頭販促物の制作か

次に、
より具体的な「実施設計」
を行います。例えば、
まず会場

ら実店舗の売り場づくり、販促キャンペーンなどプロモーション

について、
リアルの会場を設けるのか、
オンラインでバーチャル

戦略の企画立案も手がけてきました。
これらの事業を時代の流

の会場を開設するのかを検討する必要があります。
そして、
その

れに呼応して融合し、空間演出とコンテンツ企画を総合したコ

会場をどのような世界観で表現し、
どんな展示や体験の仕掛け

ミュニケーションをトータルプロデュースするトッパンのイベント

を準備するか――コンセプトやコミュニケーションシナリオを基

事業が形づくられてきました。

に、具体的な空間デザインや演出、展示の設計を行います。
イベ

この歴史はトッパンにとっての強みです。施設の展示演出か

ント全体のプログラムやスケジュールの作成、必要な人員や機

ら得たノウハウは、
イベント会場全体から個々の展示物にいたる

材・システムなどの検討も、
この段階から開始します。
こうした準

までの一貫した空間デザイン力と施工力に直結しています。販

備の期間は数カ月から数年など、イベントの規模やケースに

促キャンペーンやプロモーション戦略で蓄積してきたノウハウ

よってさまざまです。

は、企業の想いをどのようなコンテンツにして、
どんな演出で分
かりやすく伝えるかという企画力・演出力に活きています。
これらに加えて、デジタル表現技術を駆使した演出やコンテ

準備と並行して、
イベントを成功に導くために
「広報・PR、
プロ
モーション」による集客は欠かせません。
テレビや新聞・雑誌など
マスメディアを利用するか、拡散力の高いＷｅｂやＳＮＳを活用

ンツ制作の実績も積み重ねてきました。
トッパンではプロジェク

するかなど、
ターゲット層を確実に捉えるために、
どのメディア

ションマッピングやデジタルサイネージを使った空間演出に加

でどれだけの情報をいつ発信するかというメディア戦略を立

え、4K映像やVR／ARを使ったコンテンツも数多く手がけてい

て、
効果的な情報発信を図ることが重要です。

ます。
こうした先進的なデジタル技術を柔軟に取り入れながらイ

「制作・施工」
では、
これまでに設計してきた会場演出や展示

ベントを創り上げてきた知見は、今、急速に広がる“オンライン”

ブース、
デジタルコンテンツを、VR／AR／MRやプロジェクショ

を軸としたイベントや、
その特性を取り入れた新たなイベントの

ンマッピングなどの最先端技術を組み合わせた空間演出によっ

企画・制作にも大いに活かされています。

て、
具体的な形に仕上げていきます。

計画、実施、
調査・分析のサイクルで
より効果的なコミュニケーションを図る
新型コロナウイルスの感染拡大にともない、普及が加速した

そして、いよいよイベント本番、
「 演出・運営」
です。
プログラム
の進行管理から感染症対策を含めた安全管理、来場者や参加
企業・団体への案内、問い合わせ対応まで、
トッパンではイベン
ト実施中の運営だけでなく、開催前から開催後まで長期的な幅
広いサポートをすることができます。

「オンラインイベント」
と従来の「リアルイベント」。今後、
どちらの

イベントを一過性のものとして終わらせず、
その成果を最大限

形式もあり続けるとともに、両者の特徴・メリットを掛け合わせ

に活用するには、
イベントの実施で得た「レスポンス」情報を基

た“ハイブリッド”なイベントも増えていくことでしょう。

に、実施後の「アフターフォロー」
を行うことが重要です。
イベント

このようにイベントのあり方は多様化していますが、
イベント
を設計・構築していく上で、基本となるポイントがあります。

の効果を計るために、参加者の声などアンケートで収集する情
報はもちろん、SNSでの反響なども価値ある情報になります。
ま

トッパンでは右ページの図のようなフローでイベントを組み立

た、
オンラインイベントであれば、
アクセスログなどから参加者

て、企画、制作から運営、
アフターフォローまで、
イベント事業を

のプロフィールや興味関心をデータとして蓄積できますし、
リア

トータルにサポートします。
このフローを基に、
イベントの内容や

ルイベントでも近年ではモバイルデバイスの普及やセンサリン

目的に応じて
「オンライン／バーチャル」
と
「オフライン／リアル」

グによって、参加者の動きやリアクションといった行動データを

の特徴・利点を組み合わせ、
さまざまな手法・ツールを使って、
よ

取得できるようになりました。
こうしたオフライン・オンラインの

り質の高い体験価値を生むことを目指しています。

双方で得た「レスポンス」情報を収集・統合することで、
より詳し

まず、
「 調査・分析」
と
「基本構想」の策定です。
イベントを通じ
6

て、
どんなターゲットに何を伝えたいか。
そのために、
ターゲット

い効果検証を行うことができるようになります。

Special Feature リアル×バーチャル イベント 体験をデザインする

イベントで得た情報に加えて、競合商品・サービスの情報、市

出前授業や競技体験イベント、自治体の防災意識啓発イベント、

場調査データも組み合わせ、総合的な情報分析を行います。
こ

地域活性や人の交流を目的とした芸術祭など、いろいろなプロ

の結果は、次回以降のイベントの「基本構想」において、
コンセプ

ジェクトに参画してきました。
こうしたイベントは比較的息の長

ト立案やコミュニケーションシナリオ策定にあらためて活かすこ

いプロジェクトであることが多く、
トッパンもパートナーとして中

とができます。
こうしたサイクルを繰り返すことで、回を重ねるご

長期的な視野を持ち、
さまざまな立場のステークホルダーととも

とに、
より効果的なイベントを実現できるようになります。

に事業に臨んでいます。
かつては、
イベントというと単発で、話題づくりを主目的とした

多様なステークホルダーに伴走して
イベントを起点に価値を創出し続ける

ケースが大多数でした。
それが今ではイベントを起点として、主
催者も参加者もフラットな関係で「体験を共有」
し、
より深いコ
ミュニケーションを通じて新たな価値を創出しようとするものが

近年、企業だけでなく、国や自治体が主催するイベントが増

広がっています。
トッパンも社会づくりを担う一員として多様なス

え、地域の活性化や課題解決を目的の一部としたイベントも多

テークホルダーに伴走し、
イベントを通じた体験から生まれる価

くあります。例えばトッパンでも、パラスポーツ普及を目的とした

値を最大化する役割を果たしていきます。

プランニングからＰＲ、
制作、
運営、
効果検証まで――

トッパンが手がけるイベント領域と制作フロー
イベント領域

●展示会 ●スポーツ、文化イベント ●周年イベント ●商品発表会 ●社員研修
●バーチャル展示ブース ●バーチャルイベント ●ライブ配信 ●オンライン工場見学 など
制作フロー

オンライン／バーチャル

誰に何を伝えたいかという
「基本構想」
を基に、
リアル
とバーチャル両方の特性を
活かし、設計からPR、制作、
本番の運営、実施後のフォ
ロー施策まで一貫して行う
ことで、
イベントならではの
体験価値を最大化します。

調査・
分析
●各種事前調査・分析
●競合調査・分析
●商品、
サービス調査
●効果検証、
分析

基本構想

●基本計画立案
●コンセプト立案
●コミュニケーション
シナリオ策定

●ライブステージ、
ライブスタジオ等
のデザイン
●運営、
演出
●タレント
（YouTuber、
VＴｕｂｅｒ等）
キャスティング

実施設計

●会場、
展示、
ステージ等の
デザイン
●運営、
演出
●タレント
キャスティング

●媒体選択
・Web
・SNS
・ブログ
・口コミサイト

●デジタル制作
（VR/AR/MR、
プロジェクションマッピング、
デジタルサイネージ
など）
●システム設計
●システム機材設置

広報・PR、
プロモー
ション

●媒体選択
・テレビ
・ラジオ
・新聞
・雑誌
・屋外広告

制作・
施工

●造作物制作
●施工
●設置

●全体運営・進行管理
●Ｗebサイト運営
●撮影管理
●映像、
放映、
配信管理
●スタジオ運営
（感染症対策含む）
●出演者管理

演出・
運営

●全体運営・進行管理
●会場運営
（感染症対策含む）
●来場者管理
●事務局運営

●Webアンケート
●アクセスログ
●接触ログ
●行動ログ
●バイタルデータ

レスポンス

●対面情報
●来場者アンケート
●フィールドリサーチ

●Webレコメンド
●フォローメール
●AIチャットボット

アフター
フォロー

●DM
●宅配
（試用品送付など）
●アウトバウンド

オフライン／リアル
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S

pecial Interview
2025年 大阪・関西万博プロデューサーと語る

新時代のイベント構築方法
「サイバーフィジカル」
が導く新しい価値共有
リアル
（フィジカル）
＋バーチャル
（サイバー）
で
イベントの「時間軸・空間軸」
を拡張する
松本：この約半年を振り返ると、
多くのイベントが自粛や中止を決
断しました。
その間、
私たちも企業や自治体の方々と状況を注視
しながら、
どういう形で何ができるのか、
模索を続けてきました。
石川：新型コロナウイルスによる影響が今後どうなっていくか、
神
様にしか分からないという感じですよね。
ただ、
この経験から得た
ものを、
これからどう活かすかだと思います。
イベント運営の危機管理という点では、
大阪・関西万博の計画
を進める中でも話題に出ていますが、
感染症は新型コロナウイル
スだけではありませんし、
新たなものも出てくるかもしれない。
そ
のときにどうするか。
専門家の意見に耳を傾けながら、
危機管理
に感染症対策を盛り込んでいくことも必要になるでしょう。
松本：イベントのあり方という点では、
セミナーや展示会などのオ
ンライン化について、
お客さまとお話しする機会が増えました。
従
来の「リアル」の良さと
「オンライン」
や「デジタル」
だからこそでき
ることを融合させて、
新しいイベントの形をいかに創っていくかと
いう方向にシフトしてきたと感じています。
石川：昨今「デジタルツイン」
という言葉を聞くと思います。
少し前
から
「サイバーフィジカル」
という言葉も使われていますが、
これら
が今後のイベントのあり方を考える上でポイントになるでしょう。
まず、
「デジタルツイン」
をイベントに置き換えると、
リアル
（フィジ
カル空間）のイベント会場をバーチャルでオンライン上
（サイバー空
間）
に再現し、
リアルの人の動きにリンクしてサイバー空間のアバ
ターも動く――そうしたことが可能になります。
出展者はサイバー
空間のデータから、
来場者のプロフィールとともに会場での行動履
歴を捉え、
その人の興味・関心を把握し、
リアルの会場で相手に合
わせた情報を提供する。
こうした展開ができます。
今では技術的に
可能となり、
有効で面白いのですが、
コンテンツの準備やコストの
制約で、
まだ手軽には実施できないかもしれません。

2025年日本国際博覧会 会場運営プロデューサー
株式会社シンク・コミュニケーションズ 代表取締役
大阪市立大学 客員教授

石川 勝 さん

ロボット分野、
コンテンツ技術分野の専門性を持ち、
博覧会や展示会の
事業プロデュースに数多くの実績を誇る。
2005年愛知万博ではチーフプ
ロデューサー補佐としてマスタープラン策定に従事し、
ロボットプロジェク
ト、
愛・地球広場、
極小IC入場券をプロデュース。
ほかにも東京大学の産
学連携事業、
経済産業省のデジタルコンテンツEXPO等、
多彩な官民事
業を手がける。
2025年日本国際博覧会
（大阪・関西万博）
では会場運営
プロデューサーを務める。

そう考えると、
「サイバーフィジカル」なイベント――バーチャルと
リアルで別々のコンテンツを用意して、
それぞれの特徴を活かした
「体験」
を来場者に提供するという手法の方がより適していますね。
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アルの会場でブースに立ち寄ると、
来場者の情報がブース出展者
に届けられる。
出展者はその情報をマーケティングに活用する一

リアルと同時にサイバー空間でも展開するメリットは、
イベントの

方で、
来場者はアプリを通じて、
立ち寄ったブースのオリジナルコ

時間軸と空間軸を拡張できることです。
従来のイベントのあり方で

ンテンツを楽しめるという仕組みでした。
まさに
「サイバーフィジカ

は、
「その時・その場」
に来た人しか参加できませんでした。
オンライ

ル」
。
ここに2010年のデジタルコンテンツEXPOで取材を受けた

ンを活用することで、
当日その場に行けない人も参加できますし、

記事が残っているのですが……。

アーカイブとして残せば、
後から追体験もできます。
それぞれの良さ

松本：
『ウェブ2.0ならぬイベント2.0』
と!? 10年前に!

を足し算することで、
より大きな価値を提供することができるように

石川：そう、
10年前から同じようなことを言っていますね
（笑）
。
この

なりますよね。

ときはさらに、
当時日本で広がり始めたUstream※を使ってリアル

松本：以前に企画制作をご一緒させていただいたデジタルコンテ

タイムレポートも発信しました。
会場に来られない人も楽しめる

ンツEXPOがその例ですね。

し、
来場者も家に帰ってからもまた観て楽しんでもらえるようにし

石川：来場者には事前にスマホに専用アプリを入れてもらい、
リ

たわけです。

Special Feature リアル×バーチャル イベント 体験をデザインする

2020年、誰も経験したことのないパンデミックはイベント業界にも多大な影響を及ぼしています。
しかしこうした状
況下でも、
オンラインやデジタル技術の活用によるイベントの形を模索することで、新たな価値提供のチャンスと捉
えるべきかもしれません。
これからのイベントのあり方、
ニューノーマルをどう考えていくか。多彩な官民事業のプロ
デュースを手がけ、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の会場運営プロデューサーを務める石川勝さんをお
迎えし、
お話を伺いました。

を高めていきたいと思っています。
これからのイベントづくりで、
ほ
かにどんなことがポイントとなってくるとお考えでしょうか。
石川：より
「専門店化」
していくでしょう。昔のイベントはとにかく
“マス”。大会場に大人数を集めることで、主催者や出展者にメ
リットを感じてもらい、来場者には時代の大きな流れに参加す
る喜びを楽しんでもらうというものでした。一方で現代は、少数
でもいいから、価値観の共有を大事にしたいという人が増えて
いる。例えばですが、学校や会社というコミュニティーは価値観
が異なる人が混在しているので、素顔を見せる場所じゃないと
いう考え方。素顔の自分を見せるのは、価値観を共有するコミュ
ニティーの中で、
というわけです。
そうするとイベントも、一つひ
とつは小さくても価値観を共有する人たちが集って“お茶会”をす
るような、
濃密なコミュニティーになるでしょう。
松本：イベント主催側にとっては、
価値観を丁寧に伝え、
共感して
もらえるように、
コンセプトやストーリーづくりがさらに大切になり
ますね。
さらにそこに、
サイバーの仕掛けをどう組み合わせるか。
石川：イベントのお客さまとの継続的な交流を続けていく仕掛け
が必要ですね。
従来であればイベント当日が本番でありゴールで
したが、
これからのイベントではひとつのマイルストーン。
お客さま
との関係はイベントの前から始まり、
ずっと続いていく。
その場所と
してオンラインは使い勝手が良いです。
通常はオンライン上のコ
ミュニティーの中で交流が行われていて、
あるときリアルな交流
凸版印刷株式会社
情報コミュニケーション事業本部 マーケティング事業部
エクスペリエンスデザイン本部 イベントプロデュース部

松本 洋伸

ideanote Web SPECIAL
2025年 大阪・関西万博プロデューサー

石川勝さんが語る大阪・関西万博の意義

「People’s Living Lab -未来社会の実験場」の意味とは

の場としてイベントの開催が告知され、
“お茶会”の楽しさを求める
人々が参加してくれるという構図です。
イベント前の交流とセット
で実施しないと成立しません。
松本：イベントは通過点、
その前後でのコミュニティー形成と維持
も含めた考え方が大切ということですね。
石川：物が売れる仕組みにも同様のことがいえます。
今や、
テレビ
CMのようなメディアの大きさで売れる時代ではなくなりました。
不特定多数に“投網”方式でアピールするより、
興味関心の高い層
にターゲットを絞り込んで“一本釣り”で訴求する方が効果は高い

価値観を伝え、共有するために
コンセプトやストーリーづくりが大切に

といえます。
イベントも同様で、
大きな会場に集まる多数の来場者の中から
数少ないお客さまを探すのではなく、
人数は少なくても確実な
ターゲットを集めることが、
これからのイベントで重要になっていく

松本：デジタルテクノロジーはさらに進化していきますから、
イベン

でしょう。
また、
同じ価値観を大切にするコミュニティーでは、
コン

トの可能性ももっと広がりますね。
一方で、
「リアル」
の重要性や価

テンツへの要求度が上がってきます。
そのコミュニティーのイベン

値についてはどのようにお考えですか。

トに対する知識を持った専門家と一緒に、
コンセプトやストーリー

石川：リアルならではの価値は、
より浮き彫りになると思います。

づくり、
運営体制を築いていくことが必要です。

バーチャルでできることには限界があり、
リアルにはバーチャルに

松本：コアなターゲットを着実にねらうべく、
丁寧なストーリーをつ

ないものが確実にある。
それぞれの特徴を活かして、
双方の価値

くるプロデュース力が求められますね。
長年培ってきたノウハウを

を最大化させていくことを考える必要があります。

基に、
トッパンが得意とするコンテンツ力やプロモーション力、
総

松本：これまで多くのリアルイベント制作に携わってきたからこそ、

合的なネットワークなどを組み合わせ、
新時代のイベント設計を

私たちも新しい手法・考え方を取り入れながら、
リアルな体験価値

推進していきたいと思います。

※Ustream
（ユーストリーム）
：ライブ動画配信サービスの先駆け。
2007年に米国で誕生。
日本でも2010年頃から利用が広がる。
2017年にサービス終了。
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Case 1

さいたま市様
さいたま国際芸術祭2020

アートをきっかけに地域と向き合い
新たなつながりを築き上げていく芸術祭
埼玉県さいたま市の広域を舞台に展開される
「さいたま国際芸術祭2020」
。
さいたま市の過去・現在・未来に着目し、
「さいたま文化」
の創造・発信、
さいたま文化を支える
「人材」
の育成、
文化を活かした
「まち」
の活性化を目的として準備が
進められてきました。
このプロジェクトはどんな想いで企画され、
どのように形づくられてきたのでしょうか。
本芸術祭の
ディレクターを務める遠山昇司さんと実行委員会事務局の小暮哲郎さんをお迎えして、
お話を伺いました。
※このインタビューは2020年2月26日に実施しました。

想像力が何気ない日常と

出しましたが、
今回は、
市民の参加に加え

いたまトリエンナーレ2016に訪れたとき、

風景の見え方を変える

て、
芸術祭と地域が一体となるよう、
人と

強く感じたのが
「とても誠実な芸術祭だ」

のつながりを深めていきたいと考えてい

ということ。
アーティストが地域にしっかり

井上：最初に、
さいたま国際芸術祭2020

ます。
この芸術祭を通じて、
最先端のアー

と向き合ったことが作品から感じられ、
素

が、
さいたま市にとってどのような事業で

ト作品に触れるだけでなく市民による文

直に感動しました。
この誠実さを今回も大

あるか、
概要をお聞かせください。

化芸術活動と出会う場をつくり、
アーティ

切に引き継ぎたいと思っています。

小暮：この芸術祭は、
さいたま市が定めた

スト・市民・参加者の交流を促しながら融

井上：テーマ
「花 / ﬂower」
について、
この

条例に掲げる将来像
「市民等が生き生き

合・触発し合うきっかけを創出し、
新たな

題材を選ばれたのにはどんなお考えが

と心豊かに暮らせる文化芸術都市さいた

文化を生み出しながら都市の創造性を

あったのでしょうか。

ま市」
の創造に向けた重点プロジェクトで

向上させたいと考えています。

遠山：テーマはシンプルかつ、
市民の方々

す。
さいたま市は2001年に合併により誕

石井：この芸術祭ではディレクターが公募

にも届きやすいものにしたいと思ってい

生した新しい都市です。
こうした背景を持

され、
現代アートの分野からではなく、
映画

ました。
花といえば、
お花見だったり花束

つ中で、
市としての一体感を醸成しなが

監督である遠山さんが選任されましたね。

だったり、
誰もが自分の生活や日常の中

ら、
“シビックプライド”――市民の誇りや

遠山：映画だけでなく、
私自身アートプロ

で何らかのイメージを持っているでしょう。

愛着を高めていきたいという想いがあり

ジェクトに携わるなどさまざまなことに取

それだけに、
人によって場合によって、
さま

ます。
前回のさいたまトリエンナーレ2016

り組んできました。
芸術祭も国内外のいろ

ざまな解釈も可能です。
そこにアーティス

でも市民参加型というコンセプトを打ち

んなものを観てきたのですが、
前回のさ

トたちの想像力がどんなことをもたらす

開催概要
名

称：さいたま国際芸術祭2020

主

催：さいたま国際芸術祭実行委員会

愛

称：Art Sightama（アート・サイタマ）

テーマ：
「花 /ｆ
ｌｏｗｅｒ」
会

場：メインサイト

アネックスサイト

スプラッシュサイト
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会 期：家でたのしむ−オンライン−

旧大宮区役所

旧大宮図書館

宇宙劇場、
大宮図書館、埼玉会館、
鉄道博物館 ほか

2020年10月3日
（土）
−11月15日（日）
［44日間］
会場でたのしむ−オンサイト−

2020年10月17日（土）
−11月15日
（日）
［30日間］

Special Feature リアル×バーチャル イベント 体験をデザインする

凸版印刷株式会社
情報コミュニケーション事業本部
マーケティング事業部
エクスペリエンスデザイン本部
凸版印刷株式会社
情報コミュニケーション事業本部
マーケティング事業部
エクスペリエンスデザイン本部

井上 苗土己

石井 冬萌実

さいたま国際芸術祭2020
ディレクター

遠山 昇司さん

（映画監督）

さいたま国際芸術祭実行委員会事務局
事務局担当課長

小暮 哲郎さん
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1

か……。
芸術祭を体験した後、
参加した人

2

る人が一緒に体を動かすものもあります。

たちが普段の生活に戻っていったときに、

また、
「時間」
も意識しました。
昨年の夏

何気なく接していた日常や風景の
「見え

から
「さいたまアートセンタープロジェクト」

方」
が変わってくるのではないでしょうか。

という市民がアートに参加する習慣をつく

それがアートの可能性であり、
芸術祭の

りだすプロジェクトが行われていて、
会期

面白さでもあります。
また、
さいたまには花

後も続いていってくれることを期待してい

の名所もたくさんあります。
その土地にそ

ます。
芸術祭を会期中だけのイベントにせ

の季節に訪れることで自然と見えてくる

ず、
この体験が継続し、
地域に根付いて

ものとテーマを重ねることで、
訪れる人た

いってほしいという想いで、
長い時間軸で

ちに芸術祭と地域、
季節を一体として感じ

全体を設計しました。

てもらいたいと思って、
このテーマを設定

小暮：芸術祭の基本的なあり方は、
開催

しました。

計画策定段階から有識者会議などで検
討されてきたことでもありました。
さいたま

ジャンルや形式にとらわれず

市で開催する芸術祭にはどういったもの
がふさわしいかという議論を踏まえ、
遠山

体験が継続していく芸術祭に

3

ディレクターやアーティスト・キュレーター、

石井：さいたま国際芸術祭2020は幅広

市民サポーターの方々やトッパンさんたち

いアーティストの参加や多様でユニーク

と取り組んできた中で、
さいたま市らしい

な展示・プロジェクトが多いことが特徴で

芸術祭が形づくられてきたと思います。

もあり、
魅力でもあると感じているのです

4

この芸術祭をきっかけに生まれたもの

が、
いかがでしょうか。

をまちづくりや新たなコミュニティーの形

遠山：そうですね。
ディレクターとして、
既

成につなげていきたいです。

存のジャンルにとらわれず、
さまざまな

石井：私はさいたま市が地元なのですが、

アーティストやキュレーターに参加しても

この街に向き合ってくださったアーティス

らうことを意識しました。
作品や展示とい

トの方々が作品を通じてどんな視点を示

うことでは、
体験型・参加型のプロジェクト

してくれるのか——そこから自分たちはど

が多いのも特徴です。
鑑賞して楽しむ作

んな新しい発見をし、
何を受け取り、
残し

品だけでなく、
音楽やパフォーマンス、
観

ていくか。
芸術祭を通じてどんな出会い

開催計画から企画・制作段階までパートナーとして携わってきたトッパン
さいたま国際芸術祭2020の開催に向け、

てはアーティストとの契約締結や海外アー

トッパンは2018年の開催計画策定段階から

ティストのビザ取得、
作品制作用資材の準

開催計画策定後には、
会場の計画や広報物

ど、
実行委員会と事務局、
ディレクター、
アー

の補佐を行いました。
作品制作段階におい

総合的なサポートに取り組みました。

携わり、
事務局のサポートを担ってきました。
の制作、
アーティスト選定といった企画業務

備や制作費の管理といった業務に携わるな

ティスト・キュレーターと密接に関わりながら

実施体制概要図
さいたま国際芸術祭実行委員会
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参与・芹沢高志氏

ディレクター・遠山昇司氏
事務局

TOPPAN
主な業務内容

●全体統括 ●体制構築
●予算管理 ●進捗管理
広報事業者

など

キュレーター※
チーム

※美術館など において展覧会や作品の
企画、
管理、
運営などを行う専門職

運営事業者

写真1〜4：2019年8月から行われてきた
「Sightama Art Center Project
（さいたまアートセンター
プロジェクト）
」
は、
市民や来場者のライフスタイルに合わせた
「アートへ参加する習慣」
をつくり
だすプロジェクト。
芸術祭を機に、
作家と市民が協働し継続的なアートの場づくりを行ってきました。
写真5：メインサイト
（旧大宮区役所）
壁面
写真提供：さいたま国際芸術祭２０２０／撮影：丸尾隆一

アーティスト
35組

6

があるのか、
ひとりの市民としてとても楽
しみです。

フラットな関係の中で一緒に
築き上げてきたプロジェクト

アントートッパンー協力会社」
という関係
性や意思決定プロセスでの仕事とはまっ
たく異なり、
とても刺激的でしたし、
自分の
視野が大きく広がりました。
小暮：芸術祭という専門産業があるわけ
ではないので、
こうすれば成功するという

井上：トッパンは2018年の開催計画策定

モデルやノウハウはありません。
そんな中

段階から事務局をサポートする役割とし

で芸術祭の成功に向けて、
トッパンさんは

て携わらせていただいています。
企画・制

建 築関係から広報 物まで 総 合的なサ

作段階ではアーティストとの契約や制作

ポート役として我々とともに尽力していた

の支援など普段にはない業務を通じて、

だきました。
そのチャレンジングなスタン

貴重な経験を積ませていただきました。

スにとても助けられました。

遠山：私もディレクターを経験させていた

井上：おっしゃっていただきましたよう

だいて、
映画の現場とは違ったスタイル

に、
こうすればいいという正解や明確な

が必要だと痛感しました。
決断はもちろん

手法がない中で、
トッパンにできること

必要ですが、
それ以上にいろいろな声に

をすべて持ち出し、組み合わせて挑戦さ

耳を傾けることがより重要になりました。

せていただいてきました。皆さまと一緒

石井さんや井上さんのふとした一言がヒ

になって芸術祭の実現に取り組ませて

ントになり、
はっとしたこともありました。

いただいたことは、私たちにとって本当

小暮：行政の立場の私としても、
この仕事

に新しいビジネススタイルでしたし、そ

はいつもと違う特別なものです。
さまざま

れぞれの視点で考えながら立場に関係

な制約がある一方で、
どう工夫したら実

なくフラットに協業することの意義を深

現できるかを模索しながら、
皆さんとフ

く学びました。

ラットな関係で一緒に築き上げてきまし

さいたま国際芸術祭という地域づくり・

た。
幅広いステークホルダーとの双方向

まちづくりをも見据えた貴重なプロジェク

的な関係性を構築する大切さを改めて

トに携わらせていただいた経験を活かし

感じます。

て、
地域のブランディングや活性化にも

石井：私たちが普段携わっている
「クライ

貢献できるように努めていきます。

企画・制作を支える
キュレーター陣も多彩

「オンライン」
と
「オンサイト」
2つの鑑賞スタイルで作品を公開

さいたま国際芸術祭2020の企画・制作に

今春開幕を予定していたさいたま国際芸術

らにはビジネスプラットフォーム構築といっ

影響により、
当初の規模での開催を見送ら

携わるキュレーター陣は演劇やデザイン、
さ

ざるを得ませんでした。
しかし、
たくさんの

ムと遠山ディレクターが中心となって、
参加

者や市民の想いのもと、10月から
「2つの

ビル会議室で、
候補作品などたくさんの資

まず、
「家でたのしむ−オンライン−」。展示

アーティストの候補を選定。
凸版印刷小石川
料を基に議論が行われました。
（井上）

8 NHK「おやすみ日本 眠いいね！」
《OHIRUNE》

9

ベス・スティーブンス＆アニー・スプリンクル
《地球とより良い恋人になる方法：エコセックス診療所》

祭2020は、
新型コロナウイルス感染拡大の

た美術分野にとどまらない幅広いジャンル

から選任されました。
このキュレーターチー

7 yoyo.
《yoyo.のたんぽぽ号》

作品が完成していたことから、多くの関係
鑑賞スタイル」
で作品が公開されました。

作品とそのエッセンスを伝える特別映像や

イベントのライブ配信動画を特設サイトで

公開し、会場を訪問できない人も芸術祭を
楽しめるように工夫されました。

そして、
「 会場でたのしむ−オンサイト−」。
10月17日から11月15日まで、
メインサイト

とアネックスサイトの展示作品や、街なか

に展開するスプラッシュサイトも合わせて

無料公開。新たな形を通じて芸術祭の体験

が紡がれていきます。
（石井）

写真6：ディレクター、
キュレーター、
アーティストの開幕前記念撮影。
写真7〜10：メインサイトの展示風景から。
写真提供：さいたま国際芸術祭２０２０／撮影：丸尾隆一

10 平川恒太《太陽の民ーホワイトアウト》

Case 2

公益社団法人 東京青年会議所 渋谷区委員会様
SHIBUYA eSPORTS EXPERIENCE

渋谷発!
ｅスポーツイベントを通じて
子どもたちに先進ビジネスの
体験機会を提供
2019年6月、
東京・渋谷駅前でeスポーツをテーマにしたイベントが開催
されました。
業界をリードする著名人たちのディスカッションやプロ選手
のエキシビションマッチなど、
街を行く人たちも足をとめ注目しました。
このイベントは東京青年会議所渋谷区委員会様が主催し、中学生向け
のオープンスクールと連動して子どもたちにeスポーツという先進ビジ
ネスを体感してもらおうという趣旨がありました。街が主体となって与
える学びの機会の意義と、
イベントの可能性を探ります。

公益社団法人 東京青年会議所 渋谷区委員会 第45代委員長

鈴木 大輔さん

子どもたちにビジネスを学ぶ機会を提供したい
東京青年会議所はさまざまな地域貢献の活動をしております

チームに、
DAY2で、
渋谷ハチ公前広場の特設ステージにてプレ
ゼンを披露してもらったのです。
１日平均30万人が通過するとい

が、
渋谷区委員会が2019年のメイン事業として主催したのが

われる場所で、
直前まで緊張して嫌がっていた子が、
プレゼン後に

「MANABUYA」
と
「SHIBUYA eSPORTS EXPERIENCE」
で

「すごく楽しかった!!!」
と見違えるほどの笑顔を見せてくれたこと

す。
「MANABUYA」
は中学生を対象にビジネスを学ぶ機会を提
供するプロジェクトで、
「起業」
をテーマにワークショップを開催しま
した。
これをDAY1
（イベント1日目）
とし、
DAY2
（イベント2日目）
の
「SHIBUYA eSPORTS EXPERIENCE」
と連動させ、
イベント
全体を構成しました。

は忘れられません。

先進ビジネスとしてｅスポーツを体感してもらう
こうした企画に連動してeスポーツを取り上げ、
開催したのが

企画した背景には、
私自身の実体験がベースにあります。
父が

「SHIBUYA eSPORTS EXPERIENCE」
です。
中学生たちが興

創業した会社を承継することになったのが2015年。
ビジネスや

味を持ちやすいeスポーツを、
ゲームとしてではなく最先端の産業

経営というものをしっかり勉強したことがなかった私は、
何も分

として捉え、
ビジネスの現場を体感してもらえる絶好の機会にな

からないまま代表取締役社長になりました。
そのとき思ったのが

ると考えました。
eスポーツというと、
子どもたちはプレーヤーに目

「世の中の2代目社長たちはどうやってビジネスを学んできたの

が行きがちですが、
その影にはゲームのソフトやハードをつくる

か」
ということ。
親子だから実務をしながら教えてもらえるけれど、

14

デルを企画してもらいました。
この中で優秀な企画をまとめた

人、
ファンや応援する人、
イベントを企画する人、
会場や設備を準

本来はもっと早くから勉強すべきものです。
これからの時代には、

備する人など、
たくさんの人たちが働いています。
イベントを通じ

子どもたちが早い段階からビジネスに触れ、
学べる機会がもっと

てeスポーツを新たな産業として捉えることで、
ビジネスとしての

必要だ、
と考えたことがきっかけでした。

広がりや可能性を感じてもらいたいと思いました。

DAY１の
「MANABUYA」
では、
ビジネスとは何かという定義

こうした意図のもと、
当日はハチ公前広場にて、
有名プロ選手

から、
アイデアを形にする方法や資金の集め方、
プレゼン方法な

やゲームプロデューサーのほか、
イベントを支えるICT企業の方

どを１日で受講するワークショップを開催しました。
そして参加し

などさまざまな立場の方々をお招きして、
eスポーツの仕事や未

た中学生たちを数名ずつのグループに分け、
実際にビジネスモ

来についてパネルディスカッションしていただき、
貴重なお話を聞

Special Feature リアル×バーチャル イベント 体験をデザインする
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渋 谷 T S U TAYA 会 場で の 勝ち抜き バトル 。
約200人がエントリーし熱戦が繰り広げられた

5連勝した参加者にはその スタッフもオリジナルTシャツを着て
場で名前をプリントした記 一緒になって運営に奔走
念Tシャツをプレゼント
（左・鈴木氏、右・平山）

開催概要

プログラム概要

日時：2019年6月29日（土） 10時〜15時

渋谷ハチ公前会場
10：00 開会宣言

会場：渋谷ハチ公前広場、渋谷TSUTAYA
主催：公益社団法人 東京青年会議所 渋谷区委員会

10：10 渋谷区中学生によるビジネスプレゼンテーション

実施体制概要図

11：45 eスポーツ業界著名人によるパネルディスカッション

東京青年会議所 渋谷区委員会（主催）
TOPPAN（企画・制作）
主な業務内容

●イベントの企画、全体統括
●協賛企業募集
●協賛企業報告アクティベーション
●キャスティング ●プロモーション
●イベントロゴ、広報物の制作
●SNS運営 ●撮影／配信 など

11：00 渋谷区長挨拶

渋谷区
（後援）

12：30 勝ち抜きバトル パブリックビューイング

13：30 プロプレイヤーとのエキシビションマッチ
14：00 勝ち抜きバトル パブリックビューイング

協賛企業
協力企業
運営企業

くことができました。
渋谷TSUTAYA会場では、
一般参加者によ
る勝ち抜きバトルやプロ選手とのエキシビションマッチを開催し、
「eスポーツ大会」
として盛り上がりました。
ハチ公前広場にもパブ
リックビューイング会場を設置したところ、
多くの人が足を止めて
くださり、
反響はとても大きかったです。
この「SHIBUYA eSPORTS EXPERIENCE」は、私たちだ
けでは実現は困難でした。ゲームメーカーや協賛企業を結んで
協力を取り付け、業界の著名人たちに出演交渉し、バトル会場
設営や動画配信の準備などまで……。
これらをほぼ取りまとめ
てくれたのがトッパンさんです。私は渋谷センター商店街振興組
合の役員でもあるので、
イベント会場となったTSUTAYAさんと
はつながりがありました。
しかし、eスポーツ大会を開催するた
めの権利許諾関係を含め、
全体を統括してイベントをスムーズに
実施するための知見はなかったので、
トッパンさんに企画段階
から加わっていただき、一緒になってイベントを作り上げてもら
いました。
渋谷は発信力という意味で日本トップクラスの街でしょう。
さら
にハチ公前広場は公共的な目的でなければ使うことのできない
特別な場所。
この場所でこうしたイベントを開催できたことはとて
も意義があります。
子どもたちの学びの機会を街がつくり、
企業と
一緒になってイベントを行い、
広く社会に発信する。
公共性のある

15：00 閉会

渋谷TSUTAYA会場

10：00 整理券配布開始

11：00 勝ち抜きバトル開始

13：30 プロプレイヤーとのエキシビションマッチ
14：50 エンディング、
MVP発表
15：00 閉会

トレンド発信地・渋谷から全国へ
「eスポーツのイベントをやりたい」
との想いを伺ってから開催

まで約2カ月。短期間でしたが、
コンテンツ設計から当日運営
まで幅広くサポートさせていただき、東京青年会議所渋谷区

委員会の皆さまと一緒になってイベントに取り組ませていた

だきました。
トッパンにはゲームなどの知的財産権を保有す

る企業様とのつながりがあり、多様な関係者との連携は得意

とする部分でもあります。当日は他の自治体様から視察に訪

れた方々もいらっしゃったと伺っています。今後、渋谷区委員
会様の取り組みがモデルとなって、他の地域へも広がってい

くのではないでしょうか。

凸版印刷株式会社

情報コミュニケーション事業本部

マーケティング事業部

エクスペリエンスデザイン本部

奈良 泰秀(右）

マーケティング事業部

ビジネス・アクティベーション本部

平山 正俊(左）

ムーブメントが、
渋谷という街の文化や産業の発展を、
さらに後押
しすると感じています。
15

Case 3

森永乳業株式会社様

巨大「ピノガチャ」出現！体験型サンプリングイベント

親子で楽しさとおいしさを分け合い
笑顔あふれる体験型イベント
発売以来40年以上にわたって子どもから大人まで幅広く愛される、森永乳業様の「ピノ」。ひとくちアイスの形のか
わいらしさと変わらないおいしさに加え、家族や友人と分け合える楽しさも魅力のひとつ。2019年11月には、
そうした魅力を高めるユニークなパッケージの新商品の発売と、発売記念イベントが行われました。
トッパンは
パッケージ制作からイベントの企画・実施まで全体を通してこのプロジェクトをサポートしました。

プロジェクトのきっかけは、森永乳業様から
「ピノ チョコアソー
ト」の売上アップに向けた販促企画についてご相談いただいた
ことでした。
アイスの市場では原材料費高騰による値上げに加
え、2019年10月の消費増税によって消費の落ち込みが懸念さ
れ、対策が求められていました。
「ピノ チョコアソート」は複数の

マッチした企画として発展していきました。

大切にしたのは
「体験機会」の提供

フレーバーが合計24粒入っている大きな箱の商品で、主にファ

イベントを行うことも早い段階で決まりました。店頭での販促

ミリー層・主婦層がターゲット。販売促進には家庭での需要喚起

だけにとどめず、
より広く、多くの人に
「ピノガチャ」
を知ってもら

がポイントでした。
そこで “複数個買い”を促す案として、
この箱

いたいという想いが森永乳業様にありました。
これを受け、
プロ

を2つ使って親子やパーティーで楽しめる仕掛けを備えたパッ

モーションの目的を
「ピノガチャ」の認知獲得と、
「やってみたい」

ケージのアイデアをいくつかご提案しました。

という興味喚起を通じた
「購買意欲づくり」に設定し、
イベントの

この中に「ピノガチャ」の案があり、試作品を作ったところ高
評価をいただき、具体的な検討が進められていきました。
パッケージから始まった「ピノガチャ」のアイデアは、人気の
高いアーモンド味をはじめとしたさまざまなフレーバーを楽し
く分け合いながら、ピノをきっかけに家族や仲間とより良いコ

16

ミュニケーションをしてほしい――そんなブランドの想い に

詳細を詰めていきました。
そして全体の構成を、
メディアを対象
に広く情報拡散をねらったPRイベントと、多くの生活者に直接
「ピノガチャ」に触れて楽しさを味わってもらう体験型イベントの
大きく2つに分けて企画しました。
PRイベントは、体験型イベントと同日の午前中に同じ会場で

Special Feature リアル×バーチャル イベント 体験をデザインする

「ピノガチャ」
とは！？

開催概要

「ピノ チョコアソート
（ピノガチャパッケージ）
」

日時：2019年11月4日
（月・祝）13時30分～19時

会場：池袋サンシャインシティ アルパB1 屋内イベントスペース
「噴水広場」
主催：森永乳業株式会社

シリーズのパッケージを2つ使って作ることが

できる、
ペーパークラフトによる
「ピノ」専用ガ

チャマシーン。

トッパンの主な業務内容
●パッケージの企画・製造

●会場の選定、
デザイン

●イベントの企画

●巨大
「ピノガチャ」
等の制作

●イベントの全体統括

●Webサイトの動画制作

●出演者
（タレント）の選定

●PR

ピノ公式ホームページはこちら

など

https://www.pinoice.com

実施。
タレントを起用し、多数のプレス関係者を招いて
「ピノガ

れをはじめ、長い列ができるほどの大人気に。こうした事態も

チャ」の発表会を開催しました。
この様子は、民放キー局各社の

予測して、中型「ピノガチャ」
も2台用意していたため、多くの人

情報番組などで繰り返し放送されたほか、新聞やWebメディア

たちに滞りなく
「ピノガチャ」
を楽しんでいただくことができま

などでも数多く取り上げられ、
「ピノガチャ」の話題化と認知拡大

した。結果として、大型中型を合わせ、平均して1時間当たり

に大きく貢献することができました。

500人以上が「ピノガチャ」体験に参加し、大きな反響を得るこ

そして午後に開催したのが、生活者向けの体験型サンプリン

とができました。

グイベントです。大切にしたのは、
このイベントだからこその「体

さらに、会場にはクラフトコーナーも設置。
「自分も作ってみた

験機会」の創出と提供でした。
イベントの“目玉”として用意した

い」
という子どもたちがその場で「ピノガチャ」
を工作できるよう

のが、2mを超える巨大「ピノガチャ」。PRイベントでもメディアの

にしました。
すると、
こちらにもたくさんの親子が参加し、用意し

注目を集めましたが、体験型イベントでは会場周辺のたくさん

た500個の工作キットが数時間でなくなってしまったほどでし

の人たちの興味を引きつけました。
スマートフォンで撮影する人

た。
イベント後には
「ピノガチャ」
を笑顔で持ち帰る子どもたちの

も多く、“アイ・キャッチ”として絶大な効果を発揮しました。
もちろん見た目だけではありません。巨大なハンドルを回す
と本物のピノが出てくるように設計し、ここでしかできない特
別な「ピノガチャ」体験を演出しました。当日会場では、親子連

姿があり、体験を通じて
「ピノガチャ」に興味を持ってもらえただ
けでなく、
新たなファンをつくることにも貢献できました。
こうしてイベントは大盛況のうちに終了し、森永乳業様からも
成功との評価をいただくことができました。

17

Special Feature リアル×バーチャル イベント 体験をデザインする

Case 4

株式会社宝島社様 リンネル
「心地よい暮らしフェスタ2019」

雑誌の世界観と媒体価値を体感する
メディア発のリアルイベント
「リンネル」
といえば心地よい暮らしと装いを提案する人気雑誌。年に一度、誌面を飛び出し、
リアルな交流を図る場
としてイベントを開催しています。
トッパンは企画段階から携わり、2019年は会場の制作から当日の運営まで幅広く
担いました。
開催概要

トッパンの主な業務内容

日時：2019年5月26日（日）12時〜17時
会場：二子玉川ライズ

ガレリア、
中央広場、
イッツコムスタジオ＆ホール

主催：株式会社宝島社

雑誌市場が厳しさを増す中でも高い人気を誇り、
2010年の創
刊から今もなお読者層を拡大させている雑誌
「リンネル」
。
心地よ
いナチュラルなライフスタイルを提案するこの雑誌について、

●会場内パネル等のデザイン・制作

●出展者管理

●リーフレット等のデザイン・制作

●ステージ制作・演出

●会場運営

など

デザインから動線設計まで総合的にサポート
会場設計でポイントのひとつとなったのは、
イベントの「顔」
で

オーガニックを好むような一部の女性が手にしている印象を持

もあるエントランスのデザイン。
「リンネル」
らしさを意識し、編集

つ方が多いかもしれません。
しかし実際は、
雑誌市場全体で売上

部も含めて宝島社様と打ち合わせを重ねて制作しました。

幅広い読者層に支持されています。
そ
数No.1 に位置しており、

また、事前の準備段階から当日の運営まで、会場内の動線設

うした媒体の魅力と価値を、
既存読者だけでなく潜在層にもア

計に注意を払いました。例年より広い会場で3カ所に分かれて

※

ピールできる場をつくりたいという目的で開催されているのが、
「心地よい暮らしフェスタ」
です。
宝島社様によるテーマ設定やコンテンツの企画立案ならびに
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●会場設計・施工管理

豊富なコンテンツが展開されるため、来場者をスムーズに案内
できるように見やすさを意識したブースサインやパネルを制作。
配布するリーフレットも、
イベントのイメージを大切にしながら、

協賛社募集を経て、
トッパンでは会場の設計・施工、
プログラム

分かりやすいマップやスケジュールをデザインし、議論を重ねて

作成やスケジュール統括、会場の掲示物や配布物などの制作、

丁寧に作り上げました。当日の運営では各ブースとも連携して

ブースやステージ設営に向けた協賛各社との調整のほか、当日

臨機応変な対応を心がけ、大きな混乱や問題なくイベントを終

の運営までを担当しました。

了することができました。

コンテンツは全国で人気のパン屋の出店、協賛社の展示販売

一般的にイベント制作では、
空間デザインや印刷物の制作、
運

ブースやステージでのファッションショー、雑貨制作などのワー

営など、
業務内容ごとに担当事業者が異なるケースが少なくあり

クショップ、
ミュージックライブにトークショーなど、多彩なライン

ません。
しかし主催社さまにとっては、
確認や指示が多岐にわた

アップとなりました。パン屋は全23店舗、協賛社数は22社に上

り、
手間を要する恐れもあります。
トッパンでは、
「リンネル」
の世界

り、
会場となった二子玉川ライズの屋内外３つのスペースを連携

観を楽しみに来場するお客さまと、
宝島社様にとって大切なお取

して広く展開。当日は天候も良く、
「リンネル」のファンをはじめ多

引先である協賛各社に気持ち良く参加いただけるよう、
両方の視

くの人が訪れて大盛況となりました。

点を大切にしてトータルにサポートさせていただきました。
※2019年上半期販売部数

Special

デジタルテクノロジーで魅了する空間演出

Topics

人を惹きつける空間演出に欠かせないデジタルテクノロジー。
その場に応じたさまざまなアイデアで
多様な表現や演出が可能になっています。
トッパンの空間演出サービスから最新例をご紹介します。

東日本旅客鉄道株式会社様・株式会社ジェイアール東日本企画様
高輪ゲートウェイ駅「鉄道テラスビジョン」
JR山手線の49年ぶりの新駅、
高輪ゲートウェイ駅。
“新しいことをはじめる場所”として、
さまざまな先端技術・設備が
導入されています。
トッパンは大型デジタルサイネージ
「鉄道テラスビジョン」
の導入とコンテンツ制作を担いました。
高輪ゲートウェイ駅は、2024年頃に

せるユニークな形状。
このグラスバナー

革新”のスピリット」
をコンセプトに、明治

“まちびらき”が予定されている新しい街

ビジョンは遠くからの視認性が高く、透

5年に日本初の鉄道が開通したエリア

の 核となるべく誕生しました。随所 に

過性のあるLEDパネルを使用している

でもある高輪の歴史と、
これから新たな

「和」
を感じさせるデザインが取り入れら

ため背景の空や外の景色も見えること

街が発展していく未来を感じさせる内容

れているほか、
ロボットやAIなど最新技

から、駅空間・実景と一体化した広がり

になっています。

術を用いた設備が導入され、話題となっ

のある映像表現を可能にしています。下

映像制作においては、駅という場所

部は70インチ×18面マルチディスプレイ

の特性を考慮した演出がなされていま

「鉄道テラスビジョン」があるのは、2

で、幅約14ｍの超ワイドな形状。解像度

す。電車に乗り降りする多くの人が行き

階改札内コンコースのイベントスペー

の異なるグラスビジョンとマルチディス

交う駅という場所柄、必ずしも映像を最

ス。1階の山手線ホームから吹き抜けに

プレイの組み合わせで、今までにない斬

初から最後までじっくり鑑賞してもらえ

なっており、壁面は大きなガラスが広が

新な空間演出と映像体験を創出します。

るとは限らず、通りがかった際に途中か

ています。

る開放的な空間です。
「最新技術を活用

上映するコンテンツはトッパンが 企

ら観るというケースも想定されます。そ

し、訪れた人がワクワクするスペースに

画・制作しました。列車の運行情報や天

こで、映像の流れと必要最小限のテロッ

したい」
というご要望を受け、
トッパンが

気予報といったアナウンス情報、日本の

プ、音と音楽の組み合わせにより、観る

ディスプレイの構成とコンテンツの企画

鉄道の歴史、路線色と日本の伝統色の

人が映像の世界観に入り込みやすくし、

を提案し、制作に至りました。

紹介、美しい日本の四季の風景、
そして、

楽しめるよう工夫されています。

ディスプレイは上部・下部からなる独
特のスタイル。上部は縦長のグラスバ

高輪の過去と未来を結ぶストーリーを
描いたメインコンテンツなどです。

ナービジョンが一定の間隔を空けて12

メインコンテンツは約6分間。
「鉄道の

枚並んでおり、日本の「掛け軸」
を連想さ

始まりから未来へ受け継がれる“挑戦と

各種コンテンツ放映開始後は、毎日９
時から２１時までの間に各コンテンツが
定期的に上映され、人々に心躍るひとと
きをお届けする予定です。
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TOPPAN
SOLUTION

販促イベントからセミナー、展示会、エンタメ系バーチャルイベントまで。

Withコロナ時代のオンラインイベント
イベント開催のあり方に変化を余儀なくされている今、オンラインイベントの件数は劇的に増加しています。
企業のさまざまなニーズに応えるトッパンのオンラインイベント・ソリューション
「T-LivEX」
をご紹介します。

オンラインイベントのここがすごい！
集客が世界規模！

マルチデバイス対応

アンケート集計もラク！

時間・場所の
制約がない

PC、タブレット、スマホなど
さまざまなデバイスから参加可能

参加者のデータ取得が
しやすい

オンラインイベントで重視したいことは？

製品やブランド、
施設の紹介

視聴者に
自由に
見てほしい

顧客との
コミュニケーション

施設や
ポイントを
丁寧に伝えたい

トッパンは

〜

気軽に
参加してほしい

の

社員同士の
コミュニケーション

企業内
エンタメ要素は
コミュニケーション
外せない
を活性化させたい

コンテンツを活用し、

デジタルとリアルを融合した新たな体験価値を提供します。

バーチャル展示ブース （3DCG型／実写型）
歴史 ゾーン

製品紹介ゾーン

創業以来培われてきた「印刷テ
クノロジー」をもとにさまざま
な事業展開を進めてきた、当社
の沿革をご覧いただけます。

展示ブースを3DCGや360°
撮影で再現
商談コーナー
体験ゾーン

展示ブースや施設を3DCG技術で表現する「3DCG型」と既
存の展示ブースを360°
撮影してデジタル技術で再現する「実写
型」の2パターンをご用意。特に3DCG型は、高品質なビジュ
アルでブランドの特徴を存分に伝えることができます。どちら
も視聴者は、会場を自由に見学でき、商談することが可能です。
●活用シーン
展示会 スポーツイベント シンポジウム 社員研修 記者会見 式典
ライブイベント
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販促イベント

講演会・セミナー

経営方針発表会

ライブ配信
スピード感抜群！配信規模は大小問わず
ライブストリーミング技術によって、インターネット上で
音声や動画をリアルタイムに配信するサービスです。従来、
T Vが生中継を行っていましたが、ライブストリーミングの登
場により、企業が自らの声をより多くの人に素早く届けること
が可能です。
●活用シーン
展示会 スポーツイベント シンポジウム 社員研修 記者会見 式典
ライブイベント

販促イベント

講演会・セミナー

経営方針発表会

注目ポイントにクローズアップした構成も可能です。

オンライン施設見学
ショールームや工場などの見学施設をレポーターが視聴
者目線で伝えるライブ配信サービスです。既存の見学ルー
トに沿って紹介するだけでなく、普段は見られない場所や
特別なアングルからの中継を取り入れることも可能。配信
後は編集を加え、動画コンテンツとして活用できます。

バーチャルイベント
アバター参加で交流もできる独自VR空間
バーチャルイベントプラットフォームを活用し、
オリジナルのVR
空間上でイベント体験できるサービスです。視聴者は3Dモデル
のアバターとして参加。拍手や笑い声、
「 いいね」などのリアク
ションができ、参加者同士の交流も可能です。PC、
スマホでの視
聴以外に、
VR機器を使うことでさらなる没入感を味わえます。
●活用シーン
展示会 スポーツイベント シンポジウム 社員研修 記者会見 式典
ライブイベント

販促イベント

講演会・セミナー

経営方針発表会

インナーアクティベーション
社内の人材育成・研修もオンライン化！
社内教育や社員研修もオンライン化が注目されています。次
世代型LMS（学習管理システム）や動画配信プラットフォーム
を活用し、オンライン講習からインタラクティブなワークショッ
プまで、企業内コミュニケーションを活性化させます。

●活用シーン
展示会 スポーツイベント シンポジウム 社員研修 記者会見 式典
ライブイベント

販促イベント

講演会・セミナー

経営方針発表会
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印 刷

屋

さ

ん

の

道

具 箱

美しく確かな印刷を実現するための、インキ、用紙、道具、そして技術̶̶。
「印刷屋さん」の、知られざる舞台裏をご紹介していきます。

紙の厚みと種類を知るための精密機器
100分の1ミリ単位も手軽に計測

判 ※で70kg
（0.08mm）
、
90kg(0.1mm)、

「ペーパーゲージ」
は、
測定部に紙を差

110kg(0.14mm)というように種類があり、

し入れて挟むことで紙の厚みを測定する

見本帳などに連量と厚みが書かれてい

き、
「紙はこれと同じもので」
と、
書籍や冊

精密機器。
写真のタイプの場合、
長針の

ます。
ですから、
「ペーパーゲージ」
で測っ

子などの現物見本をお預かりするケース

１目盛りが0.01ミリで、
１周すると1ミリ。
こ

た厚みが0.08mmだったとしたら、
その紙

印刷物の注文をお客さまから受けると

が多々あります。
そんなとき、
印刷屋さん

のとき短針が1目盛り動き、
最大10ミリま

の種類が
「四六判マットコート紙70kg」
だ

は自分たちで紙の厚みと種類を“調査”し

で測定できます。

と、
ようやく判明するわけです。

て、
紙を用意することになります。
よく使われる一般的な紙の場合、
紙の
購買担当者なら、
見て触れただけでその

紙の厚さは“重さ”で表されている?!
厚みを測ったら、
紙の
「見本帳」
を見て、

お客さまからお預かりする見本の中
には、
絵本の表紙のように２種類の紙が
貼り合わせてあるケースや、
紙の表面に

種類をおおよそ推測できますが、
難しい

その紙を特定していきます。
このとき、

フィルム加工が施されているケースもあ

のは厚みです。
同じ種類の紙でも数段階

ちょっとややこしいのは、
紙を扱う業界で

ります。
その場合は、
まず、
全体の紙厚を

あり、
その差は100分の1ミリ単位。
人の感

計測。
貼り合わせてある紙や加工の種類

枚重ねたときの“重さ”で表現していること。

を推測して、
その分の厚みを差し引き、

パーゲージ
（厚み測定器）
」
を使って、
正確

マットコート紙の一例を挙げると、
四六

ペーパーゲージ

は、
紙の厚みを
「連量」―― その紙を千

覚だけで判断するのは難しいため、
「ペー

第19回
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な厚みを割り出す必要があるのです。

「連量」
を割り出していくことになります。
※四六判
紙のサイズのひとつ。788mm×1091mm。

NI

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。

社会人eスポーツリーグ「AFTER 6 LEAGUE™」設立

eスポーツ

今話題のeスポーツは、
世界で1,000億円規模の市場を形成し、
日本

国内においても急速な盛り上がりをみせています。
そのような中、
トッ
パンと株式会社サイバー・コミュニケーションズは、
社会人アマチュア

eスポーツプレイヤーを対象としたリーグ「AFTER 6 LEAGUE™」
を
設立、
2020年10月から運営を開始しました。

本リーグのコンセプトは
「たたかう、
つながる」
。
オンラインでも実施

可能なeスポーツの特性を活かし、
アフターコロナ時代の
「新しい生活

様式」
における、
社会人アマチュアeスポーツプレイヤー同士の
「競争」
と

「絆」
の創出を支援します。

試合形式は個人戦ではなくチーム戦・団体戦とし、
チーム内外の交

流を促進。
企業がeスポーツ活動を行う上で課題となっている練習環

境の整備を支援するほか、
チャットや対戦マッチングを支援するコミュ

「AFTER 6 LEAGUE™」
キービジュアル

ニケーションツールも提供します。
リーグ報告会イベントやeスポーツ関
連セミナーなども通じて、
eスポーツの活性化のみならず、
企業間交流
の機会創出を実現します。

次世代型モビリティサービス実証実験を共同実施
トッパンと三井物産株式会社、パナソニック株式会社、株式会社博

報堂、
西日本旅客鉄道株式会社は、
万博記念公園マネジメント・パート

ナーズとともに、大阪府吹田市の万博記念公園にて、自動運転車両を

活用した次世代型モビリティサービス
「EXPOオートライド＆ガイド」

モビリティサービス
国内外で走行実績のある小型
自動運転EV「ARMA（アル
マ）」
を使用。パビリオンルート
と日本庭園ルートの二つの走
行ルートを設定

の実証試験を共同で実施しました。

自動運転EV※で園内を走行し、車内に搭載したパナソニックの透

明ディスプレイを通して見える公園や庭園の風景と、
ディスプレイに映

し出される対話型アバターや多言語対応型アバターによるガイダンス

映像を見ながら移動することで、楽しみながら学べるエデュテイメント

（エデュケーション＋エンターテイメント）
を新たな移動体験型サービス
として提供します。

本実証実験により、1970年万博や万博記念公園の持つ魅力、潜在

価値を引き出し、万博記念公園のさらなる活性化の可能性を検証し、
本サービスの実装を目指します。
また、2025年開催の大阪・関西万博
の機運醸成に寄与することも目指しています。

※EV：Electric Vehicle。電気自動車。
搭載ディスプレイ
（イメージ）

そのほか最新情報はホームページをご覧ください
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320g

CO2の「見える化」
カーボンフットプリント
１冊あたり
https://www.cfp-japan.jp
CR-BS02ｰ13008

グリーン電力証書システムに
参加し、
製造にかかる年間電
力3,000kWh相当量の自然
エネルギーの普及に貢献し
ている製品です。
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