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巻 頭 言

『新しい未来を始動させる。
』
株式会社東芝


東北支社長

東北と東芝と


吉川

保志

「スマートレシートⓇ」とは

DX（デジタルトランスフォーメーション）

東芝グループの 1 社である東芝テック株式会

株式会社東芝 東北支社は、1916 年に東京電

社が小売事業者様とともに現在普及を図ってい

気株式会社 仙台出張所としてその歴史は始ま

るスマートレシートとはお客様が会計をする際

り、以来105 年超にわたり数々の先進的な製品を

に、レジでレシート印字データそのものを電子

納入し、東北各地で地域の皆様に支えられ、とも

化してご提供することができるシステムです。

に成長して参りました。特に発電設備や電力流

消費者はスマートレシートのアプリを使うこと

通設備等のエネルギーインフラ、上下水道や道

で、電子レシートの閲覧、集計、レシートデー

路、防災、放送に関わる社会インフラ分野で東北

タの出力の他、対象店舗のキャンペーンの応募

各地の社会課題の解決に取り組んで参りました。

やクーポンの利用を行うことができます。つま

現在、東芝グループは「人と、地球の、明日の

り、捨てない・消えない・無くさないスマート

ために。」という経営理念のもとに「デジタル化

フォンでいつでもレシートを便利に活用できる

を通じて、
カーボンニュートラル・サーキュラー

仕組みです。
事業者側のお店にとっても、レシー

エコノミーの実現に貢献」することを目指す姿

トの電子化は、
「用紙の削減」と「費用の削減」

として、CPS 分野での新たな技術開発および

の効果があり、加えて、デジタル販促の活用や、

サービス開発を進めています。東北地区におい

コロナ感染予防としてレシートの手渡しによる

ても発電事業者向けプラント監視ソフトウエア

物理的接触の低減などにも効果があります。

※

EtaPROTM などのデジタルサービスの提供を
始めています。

東北地区では、現在約 830 店舗でスマートレ
シートを使うことができます。

東北活性化研究センターでは、デジタル技術
活用による自律的な地域経済の構築が重要であ
ると提唱されております。そこで今回は、東芝

東芝のデータビジネスへの取組み

グループが近年特に力を入れて取り組んでいる

さらに、東芝データ株式会社では、スマート

DX やデータビジネスの一つである電子レシー

レシートから得られた購買統計データを活用し

トサービス「スマートレシート 」について、そ

ようとしています。リアルタイムに取得される

の将来性や地域活性化への活用をご紹介したい

購買情報を活用した高度なマーケティングや、

と思います。

広告による潜在ニーズの分析など、地域の小売

Ⓡ
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店舗であってもスマートレシートのインフラを
最大限に生かした DX の実現を可能にします。

新しい未来を始動させる。

例えば、スマートレシートアプリ上でデジタル

今回のタイトルである「新しい未来を始動さ

クーポンの配信や、スタンプカードやキャン

せる。
」は私ども東芝グループの存在意義です。

ペーンの機能を提供することで、中小の小売店

その前文の一部には、
「昨日まで想像もできな

でもデジタル施策に取り組みやすい環境を提供

かった未来を現実のものにする。
」
という一文が

しています。また、個人向けには食のデータと

あります。東芝グループでは DX のその先の

の掛け合わせによる健康サポートサービスの展

未来、量子社会の到来、量子技術が拓くデジタ

開なども検討しています。スマートレシートか

ル世界に向けて研究開発・実商用化を推進して

ら得られる購買データを活用し、お客様の嗜好

います。東北地区においても量子暗号通信の実

に合わせたレシピ提案や、カロリーや栄養素を

証実験を行っています。東北から新しい未来を

掛け合わせて生活習慣病予防のサポートに貢献

始動できるように、私にとっても何かのご縁が

するといった、よりパーソナライズ化された

できたこの地で東芝グループの存在意義が発揮

サービスの提供を目指しています。

できるよう力を尽くしつつ、東北での生活も楽
しんでいきたいと思います。

地域活性化への取組み

《用語説明》

東北地区では、会津若松市でスマートレシー
トと TIS 株式会社様の会津財布 との連携を図
※

ることにより、地域の面的な購買データを活用
し、店舗間の相互送客や地域イベントでの店舗
回遊などの地域活性化にもつなげていこうとし
ています。さらには、混雑する時間帯を避けて来
店を促すクーポンを発行するなど、With/After
コロナの社会環境においても利用者が安心して
買い物ができるような仕組みを検討しています。
スマートレシートは、人口減少や高齢化が進

※CPS（サイバーフィジカルシステム）とは、実世界
（フィジカル）におけるデータを収集し、サイバー世

界でデジタル技術などを用いて分析したり、活用し

や す い 情 報 や 知 識 と し、そ れ を フ ィ ジ カ ル 側 に
フィードバックすることで、付加価値を創造する仕
組みです。

※会 津財布：TIS 株式会社様が開発・サービス提供し

ている会津財布は会津地域で使える地域の便利な生

活アプリです。地域独自のコンテンツやお得なクー

ポンなどを配信し、地域の楽しいイベントや生活に

便利なサービスにつながり、電子レシート、支払い
をこれ一つで使えるスマートフォンお財布アプリで
す。

む東北地区において、地域の様々なデータを結
び付けることで、産業をはじめとした地域の活
力維持や地域ごとの特性に合ったサービスへの
活用など大きな可能性を秘めているものだと考
えています。そして、地域のデータがたくさん
つながるほど、より活用できる範囲も拡がりま
す。まずは皆さんも、お得で便利なうえに、東
北の地域活性化につながるスマートレシートの
アプリを是非お手元のスマホにダウンロードし

（上記 QR コード）

て使ってみませんか…？
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特 集

漫画・アニメ等による東北圏の活性化
日本の漫画・アニメ産業の市場規模は近年拡大しており、地方圏においてもアニメ制作会社やその
関連産業の進出が進展するなど、新たな産業の担い手としての期待が大きい。また、自治体などによ
る漫画・アニメコンテンツを活用した地域活性化事例やアニメファンが漫画・アニメなどの舞台・ロ
ケ地を訪れる聖地巡礼（アニメツーリズム）
などによる地域活性化も着目されている。
東北圏においても、近年、ネット環境の整備やデジタル化の進展などを背景に、アニメ制作会社の
進出が見られるほか、漫画・アニメを活用して地域活性化に取り組む事例や全国的にも知名度の高い
聖地巡礼スポットが一定数存在するなど、地域活性化に向けた漫画・アニメ産業の持つポテンシャル
への期待は大きい。
本特集ではまず、漫画・アニメによる地域活性化の状況を統計データ等に基づき示す。次に、宮城
学院女子大学の大谷教授より、東北圏の事例を軸にコンテンツツーリズムの意義や地域活性化につな
げるポイントについて紹介する。続けて、アニメキャラクターを活用したコンテンツビジネスの事例
として「東北ずん子」を展開する SSS 合同会社 CEO 小田氏、自治体によるアニメツーリズムの事例
として「政宗ダテニクル」を展開する伊達市、アニメ関連産業の東北圏での活動事例としてフィギュア
業界のトップランナーである株式会社デザインココの大内氏より、それぞれの取組みや業界の現状認
識等を紹介する。

漫画・アニメ業界と地域活性化の概観


調査研究部

主任研究員

加藤

雄一郎

POINT
■

日本の漫画・アニメ産業は年々拡大傾向にあり、東北圏にも関連企業が一定数立地している

■

政府によるポップカルチャーを活用した文化外交や経済振興策が 2000 年代から始まり、東
北圏の各自治体でも漫画・アニメを基軸とした地域活性化の支援が展開されている

■

SNS の普及に伴い「聖地巡礼」が広まっており、東北にも一定数の聖地が存在

1 漫画・アニメ産業は拡大傾向にある
4
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日本の漫画・アニメ産業は年々拡大傾向にあ
り、2020 年で 3 兆 387 億円に達している。
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3.

コンテンツツーリズムが盛んに

日本政府によるポップカルチャーを活用した
文化外交や経済振興策も 2000 年代から積極的

20,000

に展開されており、各種関係団体の設立も進ん

15,000

でいる。

10,000
5,000

時期

出来事

2005

国交省・経産省・文化庁が「映像等コンテ
ンツの制作・活用による地域振興の在り方
に関する調査」を報告

2006

外務省が「ポップカルチャーの文化外交に
おける活用」を報告

2007

国交省が「日本のアニメを活用した国際観
光交流等の拡大による地域活性化調査」を
報告

2009

外務省が「ポップカルチャー発信使（通称
カワイイ大使）」を任命

0
2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

出典：一 般社団法人日本動画協会「アニメ産業レポート
2021」および公益社団法人全国出版協会・出版科
学研究所 HP（https://shuppankagaku.com/wp/
wp-content/uploads/2022/02/%E3%83%8B%
E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83
%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82
%B92202.pdf 2022 年 6 月 23 日閲覧）より、東北
活性研にて集計
※アニメは「ユーザーが支払った金額を推定した広義のア
ニメ市場」
の数値（単位：億円）

経産省「クールジャパン室」設置
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2010

アニメ関連企業は

国交省「観光立国推進基本計画」でアニメ
を観光資源に位置づけ

東北にも一定数存在している
アニメ関連企業は全国で 811 社、東京都に

2012

経産省「コンテンツ産業の現状と今後の発
展の方向性」でコンテンツの「聖地」という
表現を用い、そうした地への観光客増を戦
略に位置づけ

2016

一般社団法人アニメツーリズム協会が発足

2017

一般社団法人アニメツーリズム協会による
海外からの旅行者向け事業が官公庁の
「テーマ別観光による地方誘客事業」
に採択

692 社、東北圏は 12 社である。首都圏に集中
しているものの、近年のネット環境の整備やデ
ジタル化の進展等を背景に、東北圏においても
一定数が存在している。

全国
８１１社
その他地域
１０７社

1

東北圏
１２社

観光庁
「JAPAN ANIME TOURISM GUIDE」

出典：大谷尚之・松本淳・山村高淑（2018）
「コンテンツが
拓く地域の可能性－コンテンツ制作者・地域社会・
ファンの三方良しをかなえるアニメ聖地巡礼－」より
引用（抜粋）
および Web より筆者作成

2
0
0

東京都
６９２社

1
3

5

出典：一 般社団法人日本動画協会「アニメ産業レポート
2021」
より、活性研作成

外務省では、
「アニメや漫画をはじめとする
日本のポップカルチャーは、日本国内のみなら
ず海外においても、若い世代を中心に人気を集
め（中略）日本を代表する文化のひとつとして
成 長 」と 紹 介 し て い る。
（ 出 典：外 務 省 HP
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/
wakaru/topics/vol138/index.html）
東北活性研

Vol. 48（2022 夏季号）

5

このように、漫画・アニメを基軸としたツー

聖地は 12 個所
（全国で 145 個所）
となっており、

リズムの活性化を後押しする動きが進んでいる

全国的にも人気の聖地が一定数存在するといえ

が、東北圏の自治体等においても漫画・アニメ

る。

コンテンツを活用して地域活性化に取り組む事
例も見られる。以下一部を紹介する。

名称

プレーヤー

場所

事業内容

政宗ダテニ （株）ガイナ・ 福島県
クル
伊達市
伊達市

アニメ制作・
グッズ・聖地
巡礼創出

メディア
ミックス地 大槌町
域おこし

岩手県
大槌町

聖地巡礼創
出・DX 等 を
通じた地域商
業者支援

秋田県
羽後町

アニメキャラ
とコラボした
あきたこまち
の発売・PR

み～んなの
羽後町・タカ
ふるさと応
ラトミーアー
援プロジェ
ツ
クト

（株）まちづく
石ノ森萬画
宮城県
りまんぼう・
館
石巻市
石巻市

石ノ森萬画館
の運営

横手市増田
まんが美術 横手市
館

漫画の原画の
展示と保存

秋田県
横手市

出典：Web より筆者作成

漫画・アニメ等の名称

所在地

艦隊これくしょん

青森県むつ市

Wake Up, Girls! 新章

宮城県仙台市

釣りキチ三平

秋田県横手市

薄桜鬼

福島県会津若松市

真改

フライングベイビーズ

福島県いわき市

ウルトラマンシリーズ

福島県須賀川市

政宗ダテニクル

福島県伊達市

宮沢賢治童話村

岩手県花巻市

石ノ森萬画館

宮城県石巻市

横手市増田まんが美術館

秋田県横手市

新潟市マンガ・アニメ情報館

新潟県新潟市

新潟市マンガの家

新潟県新潟市

出典：一般社団法人アニメツーリズム協会 HP より引用
（抜粋）

元来、聖地巡礼は、アニメファンが個人ブロ
グ等で漫画・アニメゆかりの場所を紹介し、ファ
ンの間で聖地として認知され、訪問者が増加し

近年の SNS の普及により、アニメに登場す

ていくという形で広まっていったものであるた

る場所にファンが旅行で訪れる「聖地巡礼」が

め、旗振り役といえる存在がいなかったが、近

その認知度を高めており、自治体の取組みにお

年、自治体などが参画して、聖地巡礼を後押し

いても聖地巡礼に着目したものが一定数見られ

し地域活性化につなげようとする動きが出てき

る。

ている。また、聖地巡礼が発生するためには、
漫画やアニメが最初に存在することが必要であ

4.

東北圏でも



聖地巡礼スポットが一定数存在
東北圏における状況はどうであろうか。一般

社団法人アニメツーリズム協会では、アニメ
ファンからの人気投票等に基づき選定する「訪
れてみたい日本のアニメ聖地 88」を公表してい
る。2022 年版によると、東北圏で選定された
6
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るが、本特集で取り上げる伊達市のように、何
もないところからアニメを企画・制作し、聖地
巡礼マップの作成、PR 活動等を行うといった
ような、いわば能動的な聖地巡礼づくりも見ら
れる。

5. ア
 ニメによる地域ブランド向上や
コンテンツ制作会社の地域展開でも


地域活性化が可能

「ずんだもん」などの周辺キャラクター等、様々
な側面の工夫や特長を紹介。
【伊達市「政宗ダテニクル」
】

漫画・アニメによる地域活性化は、聖地巡礼

伊達氏発祥の地である伊達市の歴史を多くの

によるものだけではなく、アニメによる地域イ

人に知ってもらうため、アニメ制作会社のガイ

メージの長期的な向上や、コンテンツ制作会社

ナ（当時、福島ガイナックス）
と共同で制作した

の地域展開といった形によるものも考えられ

アニメである「政宗ダテニクル」を紹介。キャ

る。

ラクターの様々な場面での活用、伊達氏ゆかり

上記を踏まえ、次の 4 氏から次頁以降で寄稿

の地の整備による聖地巡礼の促進、
「政宗ダテ

いただき、東北圏における漫画やアニメ等によ

ニクル展」
「伊達なアニメフェス」といったイベ

る活性化の現状把握と、地域活性化の展望を紹

ント、公用車ラッピングカーや阿武隈急行線の

介する。

ラッピング車両等、アニメに関連する様々な取
組みや、続編の制作、世界での配信が期待され

【宮城女子学院大学

大谷教授】

ることも紹介。

アニメ聖地巡礼（アニメツーリズム）がいか
に地域活性化の起爆剤となり得るのか、アニメ

【デザインココ】

聖地が全国および東北にどのように分布してい

デザインココの創業と沿革、フィギュア業界

るのか、アニメ聖地とアニメ制作会社との関係

の概観、ビジネスモデルと特長、3D プリンタ

等について整理。コンテンツと地域資源の関係

と等身大フィギュア、同社の強みや宮城に拠点

を考えるうえで興味深い事例として宮城県白石

を置くメリット、課題認識、そして自社一貫体

市の「戦国 BASARA」、さらには「東北ずん子」

制の拡充と量産の国内回帰といった今後の展望

について紹介。アニメコンテンツを地域活性化

について紹介。

につなげるためのポイントについて整理し、ア
ニメコンテンツ（キャラクター）は、地域活性化
の「道具」から地域活性化に取り組む「仲間」の
ような存在になることが重要と説く。
【SSS 合同会社 小田 CEO】
東北の企業なら無料で使えるキャラクター
「東北ずん子」の誕生とそのビジネスモデル、東
北ずん子の登場で起こったこと、テレビ放送へ
の進出と制作費削減の仕組み、東北ずん子のプ
ロジェクトで取り込んでいる様々な新技術、ク
ラウドファンディングによる投資資金の調達、
東北活性研
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特 集

寄稿Ⅰ

アニメコンテンツと地域活性化
宮城学院女子大学現代ビジネス学部


教授

1．コンテンツツーリズムへの期待

大谷

尚之

き☆すた』放送前（2007 年）の 9 万人から放送
後（2008 年）には 30 万人へと急増 し ま し た。

アニメや映画、ドラマ、ゲーム、小説などの

その後、多くの『らき☆すた』
ファンが神社や町

コンテンツによって動機づけられた観光をコン

内の商店・飲食店に足繁く通うようになりまし

テンツツーリズムと呼びます。その中でも、ア

た。ある金融機関は、
『らき☆すた』
に関連する

ニメ作品ゆかりの地を探訪するアニメツーリズ

「聖地巡礼」により、約 30 億円の経済波及効果

ムは 2010 年代に入って社会現象化し、
「
（アニ

が生まれたと試算しています。

メ）聖地巡礼」という呼び名で広く知られるよ

「コンテンツツーリズムの根幹は、地域に『コ

うになりました。多数のファンが「聖地巡礼」

ンテンツを通して醸成された地域固有の雰囲

を行うことで、大きな経済効果が生まれること

気・イメージ』としての『物語性』
『テーマ性』を

もあります。そのため、現在では、アニメツー

付加し、その物語性を観光資源として活用する

リズムは地域活性化の起爆剤として期待を寄せ

こと」
（国土交通省・経済産業省・文化庁『映像

られています。

等コンテンツの制作・活用による地域振興のあ

アニメツーリズムが社会的に注目を集めるよ

り方に関する調査』
、2005 年、49 頁）だといわ

うになったきっかけは、2007 年にテレビ放送

れています。著名な観光資源が存在しない地域

されたアニメ『らき☆すた』です。作品の舞台

であっても、コンテンツとの関係性を活かして

のモデルになった埼玉県鷲宮町（現在の久喜市

「物語性」
を付加することによって観光地として

鷲宮）
の鷲宮神社では、
『らき☆すた』ファンが、

の魅力を向上させることが可能なのです。

境内で記念撮影をしたり、
『らき☆すた』のキャ
ラクターを描いた「痛絵馬」を奉納したりする
動きがみられました。

2．東北地方の「アニメ聖地」

鷲宮町商工会（当時）の事務局は、『らき☆す

アニメツーリズムが広がっているということ

た』ファンと積極的に交流を図り、版権管理者

は、その目的地である「アニメ聖地」が増えてい

である角川書店（当時）の協力を得て、グッズの

るということを意味します。ここでは参考まで

開発やスタンプラリーなどのイベントを次々に

に、
ディップ（株）
が運営する『聖地巡礼マップ』

実現させました。鷲宮神社の初詣客数は、
『ら

に登録されている都道府県別のアニメ「聖地」
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数 を 紹 介 し ま す。 少 々 古 い デ ー タ で す が、

め、
「アニメ聖地」
の数はアニメ制作会社の数と

2016 年 11 月の時点で、全国には約 5,000 ヵ所

似たような傾向を示します。

の「聖地」があり、その約 3 割にあたる 1,712 件

とはいえ、東北地方においてもアニメ作品の

が東京都に存在しています（「アニメの都道府

舞台（のモデル）としてファンを集める「アニメ

県 別 聖 地 数 ラ ン キ ン グ 2016 年 版 」https://

聖地」が存在しますし、地域ゆかりの有名漫画

seichimap.jp/contents/2016/11/spot-

家にちなんだミュージアムを建設した宮城県石

ranking2016.html）
。2 番目に多い神奈川県が

巻市（石ノ森萬画館）や秋田県横手市増田（横手

371 件ですから、圧倒的に多い件数です。一方、

市増田まんが美術館）
の例は全国的に有名です。

最も少ない宮崎県は 3 件にとどまります。東北

数を追うのではなく、地域とコンテンツの間に

地方の各県は、福島県 108 件（47 都道府県中

強い関係性を創り出すことが重要です。

10 位）
、宮城県 48 件（21 位）
、青森県 39 件（26
位）
、岩手県 30 件（30 位）、山形県 23 件（35 位）
、
秋田県 10 件（43 位）
という結果です。

3．宮城県白石市の事例

「アニメ聖地」が東京近郊に集中する要因の 1

ここでは、コンテンツと地域資源との関係を

つはアニメ制作会社の立地です。こちらも少々

考えるうえで興味深い事例として、宮城県白石

古いデータになりますが、日本動画協会が集計

市の取り組みを紹介します。白石市は、伊達氏

した 2016 年のアニメ制作会社の立地動向を紹

の重臣である片倉氏が治める城下町として古く

介します（日本動画協会『アニメ産業レポート

から拓けました。白石市役所では、1995 年に

2016』
）。調査対象はアニメ制作会社のみで、

白石城の天守閣が木造で復元されたことを契機

音響・音声制作会社などは含まれていません。

に、城主である片倉小十郎を活用したまちづく

また、法人の本社が立地する都道府県を集計し

りに取り組み始めました。そして、2007 年か

ていますので、東京の制作会社の地方スタジオ

ら『戦国 BASARA』とのコラボレーションを進

は調査対象外です。

めました。
『戦国 BASARA』とは、
（株）カプコ

この調査によると、全 622 社のうち 542 社

ン制作の戦国武将をキャラクター化したアク

（87.1％）が東京都内に立地しています。東京

ションゲームです。現在では、ゲームを原作と

都内について市区別にみると、杉並区 138 社、

して、アニメ、舞台、書籍などメディア横断的

練馬区 103 社、西東京市 37 社、武蔵野市 31 社、

に展開しています。2007 年に発売された『戦

中野区 30 社と、アニメ制作会社が東京都の一

国 BASARA2 英雄外伝』では、ゲーム内のキャ

部の市区に偏在していることがわかります。そ

ラクターとして片倉小十郎が登場しました。

の一方、22 県は 1 社も立地していません。東北

さ ら に、2009 年 4 月 か ら は ア ニ メ『 戦 国

地方の各県は、福島県 3 社、青森県、岩手県、宮

BASARA』が、2010 年 7 月からはアニメ『戦国

城県が各 1 社、秋田県と山形県は 0 社という結

BASARA 弐』がテレビ放送されました。『戦国

果です。制作コストや制作スケジュールの問題

BASARA 弐』では、伊達政宗と豊臣秀吉による

から、制作会社の所在地に近い場所がロケ地と

覇権争いがメインストーリーとなっており、片

して選ばれることが多いといわれます。そのた

倉小十郎は、伊達政宗に尽くす忠臣（「竜の右
東北活性研
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目」
）として主役級の活躍をみせます。

現在は、
『戦国 BASARA』との新規のコラボ

戦国武将ファンの女性が白石市を訪れる動き

は行われていませんが、毎年 10 月に白石市内

は『戦国 BASARA』以前からみられました。し

を会場に開催される「鬼小十郎まつり」のポス

かし、片倉小十郎人気に火をつけたのは、ゲー

ターには『戦国 BASARA』のイラストが使わ

ム／アニメの『戦国 BASARA』です。白石城の

れ、アニメで片倉小十郎を演じた人気声優の森

入館者数は、2008 年度の 64,562 人から、テレ

川智之氏は白石市のアンバサダーとして地域の

ビアニメが放送された 2009 年度には 85,948

PR に多大な貢献を果たしています。

人へと大幅に増加しています。片倉小十郎や白

また、震災後には本誌で紹介されている「東

石城といった歴史資源と、戦国武将をモチーフ

北ずん子」とのコラボも始まりました。現在、

にしたゲーム／アニメという現代的な要素が相

白石市では有志が「東北ずん子スタンプラリー

乗効果を生み、地域とコンテンツ双方の魅力が

実行委員会」を結成し、市内の事業者を巻き込

高まったのです。

む形で、定期的にスタンプラリーを開催してい

テレビアニメ『戦国 BASARA』が全国放送さ

ます。市内（一部の店舗は白石市外）のスタン

れるのに先立ち、ライセンス商品の開発に関す

プ設置店を廻って一定数のスタンプを集めると

るセミナー（宮城県・仙台市・白石市共催）が、

記念品や認定証を受け取ることができる無料の

宮城県庁において開催されました。講師を務め

イベントです。2022 年 7 月までに 12 回開催さ

たのは、アニメーション制作を担当する（株）
プ

れ、近年は毎回 50 日間程度の期間で、300 ～

ロダクション・アイジーの執行役員です。セミ

500 人ほどが認定証を獲得しています。

ナーに参加した白石市内のメーカーによって、

各店のスタンプは、文具店なら勉強している

白石温麺、味噌、饅頭などの『戦国 BASARA』

「ずん子」といった具合に、それぞれの店にちな

コラボ商品が生まれました。白石温麺のコラボ

んだデザインです。事業者とファンの交流を通

商品（図 1）は、初回生産 5,000 個を 1 か月で完
売し、最終的に総計 2 万 7,000 個を販売しまし
た。

図1

 州白石温麺協同組合が開発した『戦国
奥
BASARA 弐』
コラボ温麺

画像提供：奥州白石温麺協同組合
©2010 CAPCOM/TEAM BASARA
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図2

 タンプラリーの参加者のアイディアから生ま
ス
れた「東北ずん子」コラボ茶箱

資料：東 北ずん子スタンプラリーの web サイトより引用
（https://fuboh.jp/zunko/post-2543/）

して、
「東北ずん子」をあしらったオリジナル商

ためには、
良質なアニメ作品、
マナーの良いファ

品（図 2）
も生まれています。

ン、地域の魅力という 3 つの要素が揃う必要が

地域の事業者は、アニメ作品やキャラクター
とコラボすることによって、新たな顧客層にア

あります。
コンテンツと地域資源との関係については、

プローチすることができます。そこで生まれた

相乗効果を生み出すことが重要です。白石市の

接点は、作品やキャラクターのファンを、地域

場合は、片倉小十郎を活用したまちづくりの動

のファンやお店のファンに変える手がかりとな

きと『戦国 BASARA』というコンテンツがうま

ります。

く結びつきました。また、地場産業が盛んだっ
たこともコンテンツとのコラボ商品を展開する
うえで重要な要素となりました。歴史資源とコ

4．道具としてのコンテンツから


仲間としてのコンテンツへ
最後に、アニメコンテンツを地域活性化につ

ンテンツとの相互作用については、本誌で紹介
されている福島県伊達市の『政宗ダテニクル』
にも期待したいところです。

なげるためのポイントについて整理したいと思

「アニメコンテンツによる地域活性化」と表現

います。冒頭で紹介した鷲宮の事例にいち早く

してしまうと、アニメコンテンツは地域活性化

注目した北海道大学の山村高淑氏は、アニメ

のための道具や手段という印象を与えます。し

ツーリズムを成功に導くための「トライアング

かし、地域住民がその「道具」を使いこなし、恩

ル・モデル」
（図 3）を提示しています。

恵を受ける過程で、アニメコンテンツは「道具」
以上の存在になります。鷲宮をはじめ、アニメ

コンテンツ
製作者

新たな物語性を
⾼い質で提供
背景の提供
作品のPR・
販売促進

敬愛

作品の提供
(⼀番⼤切なお客様)
アニメ産業
への多⾯的
サポート

地域社会

迷惑をかけていないか？
何かお役に⽴てないか？

ありますが、単なる遊び心というよりは、住民
として敬意をもって受け入れたいという気持ち
の表れではないかと思います。

コンテンツ
敬愛

のキャラクターを特別住民登録している地域が

敬愛

ファン
(旅⾏者)

山村氏は、キャラクターが人格を持った住民

わざわざ来てくれてありがとう！

となることで、
「
『キャラクターを用いてまちお

図3 ア
 ニメツーリズムためのトライアングル・モデル

こしをする』
のではなく、
『キャラクターと一緒

資料：山村高淑『アニメ・マンガで地域振興～まちのファン
を生むコンテンツツーリズム開発法～』東京法令出
版、2011 年、63 頁を一部改変

にまちおこしをする』
」
（山村高淑『アニメ・マ
ンガで地域振興～まちのファンを生むコンテン

アニメツーリズムは、アニメ作品の製作者
（ク

ツツーリズム開発法～』
東京法令出版、2011年、

リエイター、
アニメ制作会社、
製作委員会など）
、

184 頁）へと変わっていくと指摘しています。

作品のファン、作品の舞台のモデルとなった地

つまり、アニメコンテンツ（キャラクター）は、

域の関係者によって成り立ちます。コンテンツ

地域活性化の「道具」から地域活性化に取り組

を核とした三者の協働を通じて、「三方よし」

む「仲間」のような存在になるのです。繰り返

（つくり手よし、ファンよし、地域よし）を実現
するのが理想的なアニメツーリズムです。その

しますが、大切なのは、数ではなく、コンテン
ツと地域との関係だと考えています。
東北活性研
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特 集

寄稿Ⅱ

「東北ずん子」の戦略紹介と
 これまでの実績・現状・今後の展望
SSS 合同会社


CEO

小田

恭央

ポケモンやガンダム、プリキュアが日本国内

メをつくって流行を生み出し、そして著作権料

の中小企業、個人は無料で利用できるようにな

で回収する仕組みでは無料で使えるようなビジ

る世界を想像してみてください。もしそんな世

ネスモデルになりません。

界が訪れたら地元のみならず世界中にそのキャ
ラクターの商品やサービスが出回って面白いこ
とになる、という夢が広がるかと思います。

では東北ずん子ではどうしたのかというと、
「コンテンツをファンにつくってもらう」という
仕組みにしました。
音声合成ソフトやイラスト、

ただ、現実はもちろんそんな「おいしい」話

3D モデルなどを無料で公開し、それをファン

はありません。キャラクターの権利は著作権と

に使ってもらうことでファンがイラストや動画

して制作者が持っておりその著作権という資産

を作成する。ファンの制作したイラストや動画

を使って個別に許諾をしてライセンス料を受け

を見てさらにファンが増えていく。この好循環

取り、
商売をする仕組みになっているからです。

ループを作り出すことでファンが継続的に増

また、コンテンツの制作には莫大なお金もかか

え、そして 3 か月毎に 3 億円を使ってコンテン

ります。

ツを作り続けるという多大なコストが発生しな

アニメは 3 か月 13 話で制作費約 3 億円がか

い仕組みができあがったのです。

かります。アニメはほぼ宣伝みたいな物なので

東北が無料、それでは東北ずん子の運営であ

制作費を回収するためにもしっかりとライセン

る SSS 合同会社がどこで利益を出しているの

ス料を取ることでコンテンツ運営を進めていく

かというと「東京やその他の地域でのライセン

こととなります。

ス収入」です。ソーシャルゲームなどのコラボ
やグッズへのライセンス供与によってメインの

1．無料で使える東北ずん子誕生と


そのビジネスモデル
さて、ポケモンやガンダムのように有名でか

つ、無料で使えるキャラクターが生まれたら、

収入を確保しています。

2．東北ずん子の誕生のきっかけは


東日本大震災から

という視点で誕生したのが東北ずん子です。た

東北ずん子は 2011 年の東日本大震災をきっ

だ、これまでのコンテンツのように単純にアニ

かけに誕生しました。コンテンツを扱っている

12
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東北ずん子

東北きりたん

東北イタコ

ずんだもん

人間として東北を元気にするには、というテー

があったり、CD があったり、こけしがあった

マで取り組んでいるのが東北ずん子です。
通常、

り、フィギュアがあったり、チーズケーキから

コンテンツには流行り廃りがあります。多くの

温麺など様々な商品が誕生しました。

アニメは 3 か月の放送後終了します。アニメの

さらに、地域の人が東北ずん子を使ってクラ

最中にはファンがドッと押し寄せますが、アニ

ウドファンディングをしてイベントをすると

メが終わるとほとんどのコンテンツは波が引い

言った使い方まで広がっています。地域でやる

たように静かになってしまいます。

クラウドファンディングでは 30 万円から 100

この波をなくさないように、長期で流行りが

万円くらいが調達額になることが多いのです

作り出せるようにしたのが「ファンがイラスト

が、東北ずん子の場合は地域の人が企画した物

や動画を作りたくなる仕組み」の構築で、東北

でも 300 万円以上が集まったりしています。

を元気にするためにやっていることが「東北企

これまで補助金でやっていた事業をクラウド

業が無料で使える」というライセンス形態です。

ファンディングに切り替えたおかげで継続的に
実施できることになり、さらに自由度も増して

3．東北ずん子の登場でなにが起きたか
東北ずん子が登場し、音声合成ソフトなどに
対応することでファンが YouTube やニコニ
コ動画に動画投稿するようになりました。現在
では東北ずん子関連動画の総再生数は 1 億再生
を突破しています。
また、東北ずん子の登場により東北でいろい
ろな商品が生まれています。東北ずん子のお米

東北ずん子スタンプラリーのクラウドファンディング
東北ずん子の公式運営ではなく、宮城県白石市の有志
の会が企画・立案・運営している
東北活性研
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新しいチャレンジもできる、ということにつな
がっています。

5．新しい技術を取り込むコミュニティ
東北ずん子のプロジェクトでは新技術を様々

4．テレビ放送にも進出

取り込んで大きくなっています。しゃべる音声
合成があるおかげで動画投稿が増え、ボカロな

2021 年 10 月から 12 月まで、東北ずん子の

どの歌う音声合成があるおかげで楽曲やミュー

ミュージックパラダイス、という番組が東北放

ジックビデオが投稿されて広がりがでてきま

送で TV 放送されました。30 分アニメの制作

す。

費は 13 話で 3 億円と書きましたが、東北ずん

3D モデルを使えば VR 空間で東北ずん子に

子の番組では 5 分枠で制作、さらに制作費を限

なることもできます。また 3D を使うのが難し

界まで抑えて 400 万円程度で作りました。

い、という人に向けてパワーポイントで使える

いくら放送時間を削っても映像制作はお金が

3D 等も提供しており、パワーポイントで東北

かかります。5 分の番組 13 話ですと、アニメ作

ずん子の 3D を使えばだれでも簡単にマンガな

品では通常 3000 万円かかってしまいます。そ

ども作ることができるようになっています。

れを 400 万円まで下げられた理由は「ファンが
投稿した品質の良い作品を紹介する」という形

（3D のポーズを選んで向きを変えればいろん
な絵を作成できるのです）

式をとったからです。つまり、映像をほとんど

今後はボイスチェンジャーなどにも挑戦して

作らず、ファンの動画の利用許可を取ってつな

いくよう進めています。ボイスチェンジャーが

げる（つなげる部分のみ映像を作成する）とい

あれば VR 空間やボイスチャットなどで東北ず

うことで制作費を抑えました。

ん子の声になることができてさらに広がりがで

放送を東北放送のみにしたのは今回は実験的

ます。またリアルタイムの動画実況などにも応

な取り組みだったからで、もう少し面白くする

用できるので東北ずん子を使って動画を投稿す

仕組みを作って何度か検証をし、それで継続し

る人がさらに増えていきます。

てみんなが「面白い！クチコミしたくなる」と

また、口の動きから音声を作り出す技術に対

いうところまで作り込みができればあとは継続

しても投資をしています。口の動きから声が作

するだけになります。今後はテレビで継続して

ることができれば例えばうるさい電車の中とか

東北ずん子のアニメを流す仕組みも作っていこ

でも音声通話ができるようになり、さらに動画

うと進めています。

投稿などに拍車がかかることでしょう。

ここが大事なところで 3 億円をかけて TV 放

これらの技術を自社で全て開発するのは資金

送を続けるのは企業でも相当胆力が必要です。

がいくらあっても足りません。ですので「音声

しかし、東北ずん子のやり方をすれば 30 分枠

合成に使える専用のボイスデータを公開する」

でも 3000 万円くらいの制作費で 3 か月のアニ

ということをしています。研究者や開発者から

メを続けることができるのです。だからこそ東

すると面倒な「データ制作」
をやって公開し、一

北ずん子は東北では無料で使えるという仕組み

番楽しくて取り組み甲斐がある研究や開発の部

が継続できます。

分は研究者コミュニティでサービスが生まれる
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ような流れを作っています。

少の失敗をしても許されやすい（マスコットな

ここまで見てきたように「東北ずん子はファ

ので）特性があるので、無料の音声合成ソフト

ンの力で動画やイラストが増える」というのと

を出してみたり、ボイスチェンジャーなどにも

同じように、ファンの力で新しい技術も生まれ

ずんだもんで優先して検証しています。

るようなコミュニティを作り出しており、実際

話は少し変わりますが、昔はアイドルや歌手

にそこから音声合成ソフトが生まれ、ボイス

の世界はソロでの活躍が多かったです。しかし

チェンジャーも誕生しつつあります。

現在は AKB やももクロなどグループでの活動

また技術への投資はお金がかかるのでそこは

がメインとなっています。仮面ライダーなども

クラウドファンディングで支援を募ることが多

昔は 1 人のヒーローでしたが今では複数のヒー

いです。東北ずん子プロジェクトでクラウド

ローがでることが多いです。

ファンディングをすると 1000 万円以上の支援

東北ずん子でも同様に早期にユニット／グ

が集まるようになっており、何度もクラウド

ループでの活動に切り替えてどんどん人気も上

ファンディングをすることで新しい技術がどん

がってきています。実は「主人公キャラ」とい

どん生み出されています。

うのはどこの運営が制作してもある程度似たり
寄ったりになりがちで、周辺キャラクターの方
が「差別化」
がしやすいので、グループとして活
動した方がコンテンツの特徴が生まれやすいた
めです。
このような形で「コンテンツ面」
「テクノロ
ジー面」
「コミュニティ面」
「コスト削減面」の

東北ずん子の姉、東北イタコのクラウドファンディン
グ。ファンの支援で 2300 万円が集まった。

様々なところで工夫されて進めているのが東北
ずん子です。今後もさらに楽しい東北ずん子
ワールドが広がっていきますので、ぜひ東北ず

6．来年は東北ずん子のマスコットキャ
ラクター「ずんだもん」が人気に
東北ずん子プロジェクトですが、東北ずん子

ん子というコンテンツを楽しみつつ、そして東
北ずん子は東北企業では誰もでも使えるので東
北ずん子コミュニティの一員になってくださ
い。

の姉「東北イタコ」や東北ずん子の妹「東北きり
たん」、東北ずん子のマスコットキャラクター
「ずんだもん」
などの周辺キャラクターも人気が
あります。これらのキャララクターも東北企業
であれば無償でイラストの利用が可能です。
現在、
ずんだもんにはかなり力を入れており、
ずんだもんでさまざまな先端技術の検証をして
います。東北ずん子と違ってずんだもんでは多
東北活性研
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特 集

寄稿Ⅲ

伊達氏発祥の地伊達市

～アニメ「政宗ダテニクル」を活用した観光まちづくり～
伊達市

はじめに
アニメ「政宗ダテニクル」
は、伊達氏発祥の地
である伊達市の歴史について、アニメを通じて
多くの人に知っていただくため、アニメ制作会
社のガイナ（当時、福島ガイナックス）と共同で
制作したアニメです。主人公は、独眼竜で知ら
れる 17 代伊達政宗であり、歴代の先祖と力を
合わせながら伊達の地域を守るストーリーと
なっています。シーンの随所に伊達市の風景や
今も実在する建物などが登場します。アニメは、
第 1 話から第 6 話まで作成しており、平成 28 年
から第 1 話の YouTube 配信がはじまり、今で
は 6 話全体で約 60 万回の視聴回数を数えます。
根強いファンもおり、聖地巡礼として現地を訪
れる人もいます。本稿では、「政宗ダテニクル」
を活用した観光まちづくりの取り組みを紹介し
ます。

1．アニメ制作のきっかけ
伊達市は、伊達政宗に代表される伊達氏発祥
の地であり、市内には伊達氏ゆかりの史跡が数
多く残されています。17 代伊達政宗が戦勝祈
願に訪れ、伊達氏の氏神が祀られている梁川八
幡神社、伊達氏が長く居城し、中世の庭園が現
存する梁川城跡、伊達氏を初めて名乗った初代
朝宗の居城跡である高子岡城跡などがありま
す。特に、梁川城跡の一部は、伊達氏梁川遺跡
群として令和元年に国の史跡に指定されてお
り、東北地方の中世の館として内部に庭園跡が
確認されているのは、現在のところこの遺跡群
のみであり、非常に貴重な遺跡です。
こうした風情漂う史跡が今でも残されてお
り、歴史と文化が息づいています。これらの伊
達市固有の歴史資源を多くの人に知ってもらう
16
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産業部

商工観光課

ため PR 方法を検討しました。
検討が進んでいくと、来訪される方が、伊達
氏の歴史巡りや市内街中の周遊観光につながる
ようにストーリー性を持たせた PR ができない
かと考え、実写版のドラマ制作や映画の誘致な
どの意見も出されました。そのような中、ある
紹介を受けました。それが当時、
「新世紀エヴァ
ンゲリオン」や「ふしぎの海のナディア」などを
手掛けていたアニメ制作会社のガイナでした。
人気アニメに携わっている企業であることを多
くの人が知っていましたし、考えていた PR 方
法とマッチングするものでした。
しかし、様々な PR 方法がある中で、アニメ
を選択するには課題がありました。当時民間企
業ではなく、自治体が主導で続編の PR アニメ
を制作する事例はあまりありませんでした。協
議を重ね、舞台となる地域のことや史跡となっ
ている歴史資源を、アニメを活用して、広く
PR することが決定され、平成 27 年にガイナと
伊達市がアニメ「政宗ダテニクル」の共同制作
を開始しました。

2．アニメ制作始動
アニメ制作にあたっては、ガイナへ伊達氏の
これまでの歴史を伝え、伊達の地で繰り広げら
れるストーリー展開をお願いしました。
そして、平成 28 年に第 1 話が完成しました。
内容は、伊達市を舞台に主人公の 17 代伊達政
宗と政宗を支える歴代の当主が織りなす戦国青
春グラフティ。物語は、17 代政宗の「俺が伊達
を守る」という言葉からはじまり、市のシンボ
ルでもあり、国の史跡名勝および県立自然公園
でもある新日本百名山の名峰霊山から旅がス
タートします。登場キャラクターは、歴代の当
主のほか政宗にお供する片倉小十郎景綱、正室

となっていた愛姫などが登場します。どのキャ
ラクターも洗練されたビジュアルになってお
り、それぞれのキャラクターには、アニメをい
くつもこなすようなアニメファンの中でも人気
のある豪華な声優陣が担当してくださることと
なりました。
そのようなご縁もあり、アニメファ
ンだけでなく、声優ファンの方々からも注目し
ていただけるようになりました。
完成した第 1 話を披露する場として、同年 4
月に伊達市内にて上映会を開催しました。上映
会では、第 1 話上映のほかに声優によるトーク
ショーや政宗ダテニクルのパネル展示などを行
い、市内外から約 1,000 人の方々が集まってく
れました。集まった方は、
アニメ好き、声優ファ
ン、イベントに興味がある方と様々で、市内は
もとより、東北地方や関東地方、遠方では九州
地方からと全国から上映を待ち望んだファンを
お迎えしました。同年 5 月には、動画共有サイ
ト YouTube にて政宗ダテニクル第 1 話を公開
しました。
こ れ に 続 き、6 月 に は 第 2 話 の 上 映 会、
YouTube 公開を行いました。上映会は、伊達
氏ゆかりの地でもある梁川八幡神社に隣接する
公園「政宗にぎわい広場」にて開催しました。
第 1 話と第 2 話の同時上映のほか、ガイナの浅
尾社長をお招きして制作トークや販売コーナー
を設け、政宗ダテニクルグッズや特産であるイ
ノシシ革製品、地元野菜などを販売しました。
市内外から多くの人が訪れ、実際に政宗ダテニ
クルに描かれている史跡や伊達市の風景を見
て、地元の産品に触れ、アニメを通して少しで
も伊達市に興味や魅力を感じていただけるよう
に企画しました。
同年 11 月には、第 3 話を YouTube に公開。
続いて、翌平成 29 年 2 月には、第 4 話を公開し
ました。また、同月に第 3 話と第 4 話の上映会
を開催しました。その後、平成 30 年 3 月まで
に第 5 話、第 6 話を制作、公開しました。
約 4 年間にわたり、政宗ダテニクルの制作を
行ったことや政宗ダテニクルののぼり旗などの
グッズが目に入ることで、市内での認知度も高
まってきました。伊達市には、伊達政宗の先祖
（初代から第 14 代まで）が存在していたという
認識が広まり、歴史の再発見、郷土愛を育む機
会ともなりました。

また、
「アニメツーリズム」
という言葉が注目
されるようになり、聖地巡礼とも呼ばれていま
すが、アニメ作品の舞台となった場所へ観光で
訪れることを指し、アニメを通して交流人口の
増加や地域活性化につながることが期待され、
イベントの開催や聖地巡礼ができる伊達氏ゆか
りの地の整備など様々な取り組みを行いまし
た。

© ガイナ／福島県伊達市
アニメ「政宗ダテニクル」キービジュアル

3．アニメに関連した取り組み
〇政宗ダテニクルキャラクターの活用
登場キャラクターの使用については、伊達市
とガイナで版権を半分ずつ所有しています。市
では、職員の名刺や各種パンフレット・チラシ
などへキャラクターを活用しており、企業から
の使用申請についても推進しています。また、
イベント出展時などに使用する法被を作成し、
本市の特産品である桃やあんぽ柿、歴史をテー
マにデザインしたものを着用して PR していま
す。この法被は、市の職員に限らず、市を PR
する際には関係者に貸し出して幅広く PR に努
めています。
〇伊達氏ゆかりの地の整備
政宗ダテニクルに登場する梁川八幡神社や梁
川城跡、高子岡城跡などの伊達氏ゆかりの地に
歴史観光で訪れやすいように、駐車場の整備や
キャラクターが表示された施設案内板を設置し
ました。特に、梁川八幡神社に隣接する形で開
東北活性研
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設した公園「政宗にぎわい広場」は、トイレや広
場の整備のほか、キャラクターの顔出しパネル
や掲示板も設置されています。休憩や散歩、家
族連れの利用など親しみやすい場所となってお
り、上映会の会場としても使用しました。これ
らの整備により聖地巡礼で訪れた人の目印にな
り、記念撮影する人やその季節毎の風景の魅力
に気付き楽しむ人がいます。

政宗にぎわい広場での上映会の様子

〇政宗ダテニクル展
政宗ダテニクル第 3 話と第 4 話を制作中の平
成 29 年 11 月には、伊達市梁川美術館において
政宗ダテニクル展を開催しました。アニメの原
画や絵コンテ、過去のイベント時の声優サイン
など関連した資料を初めて展示しました。また、
政宗ダテニクルに登場する聖地を紹介したり、
キャラクターとの関連性を PR し、誘客促進を
図りました。千葉県や宮城県など県外からもお
越しいただき、675 名の来館者を数えました。
〇伊達なアニメフェス
地元商工会などからアニメ好きの人たちが中
心となり、平成 29 年に伊達市アニメツーリズ
ム実行委員会が設立されました。実行委員会で
は、アニメを通じて観光誘客促進や地域活性化
につなげるため、
地元企業や大学などと連携し、
様々な企画を考えました。平成 30 年には、実
行委員会の主催で「伊達なアニメフェス 2018」
を開催。政宗ダテニクル出演声優によるトーク
ショーやコスプレイベントのほか、アニメや
ゲームのキャラクターを車に装飾する痛車コン
テストなどが催され、その様子を一目見ようと
多くの家族連れ、イベント参加者らで賑わいま
した。翌年には 2 年連続となる「伊達なアニメ
フ ェ ス 2019」を 開 催 し、1 回 目 で 認 知 度 が 広
18
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まったこともあり、多くの参加者を呼び込みま
した。
また、
「伊達なアニメフェス」
に合わせて行わ
れた政宗ダテニクルラリーでは、福島学院大学
と連携して、ウォークラリー形式のスタンプラ
リーを実施しました。参加するとノベルティが
もらえる特典も学生が中心となり考えました。
2 年目は、聖地を巡るスタンプラリーを実施し、
条件を達成すると声優トークショーのサイン入
りグッズや政宗ダテニクルグッズなどの景品が
当たる抽選券を準備しました。聖地を巡ること
で、その地域に足を運び、風景や街並みに触れ
ていただこうと取り組み、多くの人の参加があ
り、大盛況となりました。
3 年連続となる「伊達なアニメフェス 2020」
の開催準備を進めていましたが、残念ながら新
型コロナウイルス感染症の影響により断念せざ
るを得ませんでした。

伊達なアニメフェス開催の様子

〇公用車ラッピングカー、ラッピング車両
本市の歴史と魅力を全国に発信するために普
段使用する公用車 2 台に政宗ダテニクルのデザ
インラッピングを実施しました。各イベント出
展時や出張等に利用し、目立つ色立ちとなって
おり、走行するだけで多くの人の目にとまるも
のとなりました。
また、ローカル鉄道の阿武隈急行線と協力し
て、政宗ダテニクルのデザインをあしらった
ラッピング車両「政宗ブルーライナー」が登場
しました。車内では主人公の 17 代政宗役を演
じる声優の村瀬歩さんがアナウンスを務め、話
題を呼んでいます。全国から声優ファンやアニ
メファン、そして鉄道ファンが一目見よう、体
感しようと集まりました。

阿武隈急行ラッピング車両「政宗ブルーライナー」

〇等身大フィギュア制作
アニメイベント等での展示や歴史観光に親し
みを感じていただけるよう、政宗ダテニクルに
登場する初代朝宗と 17 代政宗の等身大フィ
ギュアを制作しました。今は伊達市の観光拠点
である道の駅伊達の郷りょうぜんとまちの駅や
ながわに飾られており、一目見に来たり、記念
撮影をしたりと観光施設で訪れる人をお出迎え
します。

4．事業の継続に向けて
紹介した事例は一例ですが、このほかにも政
宗ダテニクルを活用した商品開発等の支援や政
宗ダテニクルシアターの開催、全国アニメサ
ミットへの参加など多くの方に伊達市の歴史、
魅力に触れていただこうと取り組んでいます。
取り組みの甲斐もあり、2019 年版から 4 年連
続で「訪れてみたい日本のアニメ聖地 88」に選
ばれています。ファンの方々から一定の認知を
得られていることを示すものでもありました。
実際に訪問してアニメの世界感を体験していた
だけたら幸いだと思っています。
もちろんアニメにも流行りがあったり、そう
でなくなる場合もあります。ここ数年は、新型
コロナウイルスの影響により以前のようにイベ
ントを開催することが困難な状況になってお
り、伊達市アニメツーリズム実行委員会も活動
を休止しています。そのような中、ガイナでは
令和 2 年に自らが主体となってクラウドファン
ディングにより「復興応援 政宗ダテニクル合
体版＋」を制作。全国の映画館で公開されまし
た。
伊達市としても、訪れる機会を増やし、市内

のお店を知っていただこうと、ステージアップ
方式のスタンプラリー「ぐるっとパスポート」
を実施しました。パスポートや加盟店ののぼり
旗にはキャラクターを活用し、街中でキャラク
ターを目印に市内周遊を楽しめます。また、伊
達氏ゆかりの地で政宗ダテニクルのキャラク
ターとアプリ上で写真撮影ができる「AR ダテ
ニクル」を開発しました。まだ梁川城跡を含め
て 3 か所ですが、利用箇所の拡大を進めていま
す。市内でも目にする機会が増え、少しずつで
はありますが、政宗ダテニクルが地域に浸透し
てきたと思っています。
コロナ禍で事業の規模を縮小して実施しなけ
ればならない場合もありますが、アニメを通し
て伊達市の歴史をさらに多くの人に知っていた
だくため、また訪れた人に魅力を感じていただ
けるよう継続して取り組んでいくことが重要だ
と考えています。
今後もアニメや歴史をきっかけに伊達市に訪
れた人が、市内を周遊して楽しく観光できるよ
う、仕組みづくりと合わせて観光案内や情報発
信にも力を入れていきたいと思います。

5．終わりに
本稿では、アニメを活用した観光まちづくり
について、実績を踏まえながら取組事例を紹介
しました。
行政が主動となって実施しましたが、
アニメは時に爆発的な盛り上がりをみせること
があり、今まで伊達市を知らなかったアニメ
ファンや若い世代に響き、実際に九州や四国な
どから訪れる人がいたことは事実です。アニメ
には、大きな可能性があると感じています。他
の自治体では、また異なる事例もあることと思
います。
ここで伝えきれない部分もありますが、
一つひとつの事業を積み重ね、観光誘客、交流
人口・関係人口の増加につながればと考えてい
ます。
最後になりますが、現在政宗ダテニクルはア
メ リ カ の 企 業 の 目 に と ま り、海 外 進 出 の オ
ファーを受け、ガイナが主体となって手続きを
進めています。近い将来、続編の制作や世界で
配信されることが期待され、世界中の人が政宗
ダテニクル、そして、伊達市に少しでも目を向
けてくれることを楽しみに願っています。
東北活性研
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特 集

寄稿Ⅳ

「株式会社デザインココ」
の取組み事例

～等身大フィギュア界のトップランナー～
株式会社デザインココ



ディレクター

大内

さくら

続けつつ、現在の売上はフィギュア制作が大半

はじめに

を占めるようになりました。

我々株式会社デザインココは、仙台・登米・

仙台本社では本社機能、東京では営業機能や

東京に拠点を置き主にフィギュアを制作してい

大量生産時の品質管理、登米工場では等身大

るデザイン会社です。事業内容や当社の強み、

フィギュアの制作等、事業所ごとに特化した機

今後の展望等をお伝えしたいと思います。

能があるものの、企画・制作・品質管理の基本
的な機能は各事業所が持ち、それぞれの事業所

1.

デザインココの事業内容

1.1 創業と沿革

が連携しながら仕事を進めています。
1.2

フィギュア業界の動向

2000 年に代表の千賀が出身地である志津川

昔は、フィギュアというと「オタクの人たち

町で看板制作とデザインの会社を立ち上げたの

だけが見るもの」という認識が一般的だったか

が始まりです。当初は、主に地元のお店の看板

もしれませんが、今は全く変わりました。例え

やチラシ等のデザインを行っていました。今で

ば、昔は街で 2 次元のイラストを見ることがで

は、登米に 35 名程度、仙台に 35 名程度、東京

きるのは秋葉原くらいでしたが、近年では渋谷

に 10 名程度、合計で約 80 名の体制となり、立

や新宿等でもフィギュアの広告を目にすること

ち上げ当時からの看板・チラシ等のデザインも

が多く、世の中に広く受け入れられるコンテン
ツになったと感じています。
世界最大級の造形・
フィギュアの祭典「ワンダーフェスティバル」
は、1984 年から東京で開催されてきましたが、
徐々に参加者の年齢層が幅広くなり、集客規模
が拡大して、2018 年からは上海でも開催され
るようになりました。元来、版権元やメーカー
は日本の企業がほとんどでしたが、少しずつ中
国企業の参入も増えています。また、ファン層
も特に中国やアメリカで厚くなりつつあるの

工場の様子
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で、商品の販売先が日本から世界に広がってい

に言われていますが、当社

ます。このように、フィギュア業界は、広く一

がフィギュアを漫画・アニ

般に認知度が向上してファン層が厚くなるとと

メ制作会社と協力して売る

もに、世界ともつながり市場が拡大し、成長産

という事を通じて、そこを

業となっていくと考えています。

変えていくことができると
思っています。

1.3

当社の制作物一覧

当社のビジネスモデル・特長

基本的には OEM 生産で、漫画・アニメ制作

1.4

フィギュアに注力するきっかけ

会社等の版権元とフィギュアメーカーが企画し

看板等のデザイン業をしていた当時、ある看

たものを受託するケースと、当社で企画し提案

板職人が休憩時間に発泡スチロール等を削って

するケースがあります。いずれも、版権元やメー

人形を造形していたのを社長が見て、新事業の

カーの手によるイラストをもとに、当社で 3D

可能性を感じたのがフィギュア制作のきっかけ

データを作りフィギュアを作る、という流れに

でした。今では、アニメや映画の宣伝、販売促

なります。当社が作成したフィギュアは、メー

進のために等身大フィギュアを作ることが多い

カーの HP で小売販売されるケースがほとんど

のですが、それを目玉としつつ、その縮小版（ス

で、当社の名前が出るとすれば「制作協力」や

ケールフィギュア）も相乗効果で買ってもらう

「原型制作」
といった形となります。

戦略でフィギュアを売っています。なお、当社

当社では、企画から量産までを一貫して進め

では、コロナ禍で巣ごもり需要が増加したこと

ることができ、イラスト 1 枚からでもワンス

もあり、フィギュアの売上は伸びています。さ

トップでフィギュアを作ることが可能ですが、

らに、コロナ禍が終息した暁には、海外からよ

業界で同じことができる会社は少ないため、こ

り多くの人が来日するため、さらに需要は伸び

の点が当社の特長と考えています。また、アニ

ていくと考えています。

メ・漫画関連の商品の中でも、キャラクターの
クリアファイルやボールペンといったグッズ類

1.5 3D プリンターの活用と等身大フィギュア

は単価が安いため、なかなか大きな収益を上る

スケールフィギュアは我々が参入する前も一

ことは難しいのですが、当社は 2 ～ 3 万円の価

般的にデジタル技術を活用して作られていまし

格帯のフィギュアを得意としているため、業界
内でも有利なポジションにあると考えていま
す。
漫画・アニメ制作会社と直接つながり、それ
ら制作会社のプロモーション活動の一環として
共同でフィギュアを販売していくことで、お互
いの利益を確保でき、これは大きな意味を持つ
と考えています。アニメ業界は「仕事が終わら
ない」
「賃金が安い」ブラック企業が多いと一般

3D プリンター
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たが、職人の世界ですので 3 割程は手作業でし

身者が多く、
東北大出身者もいます。当社の「等

た。我々は、3D プリンターの特許が切れるタ

身大フィギュアで日本一」という魅力や、これ

イミングで、既存の実機を分解し構造を研究、

まで作ってきた企業イメージ・ブランドで入っ

東北大学や宮城県産業技術総合センター等の力

てくれます。また、当社は、社員を一から教育

も借りながら自社で開発してそこに切り込み、

して育てることにも力を入れていますので、そ

世界初の 3D プリンターによる等身大フィギュ

ういった点も含めて、フィギュア業界のトップ

アを作製するに至り、当社の 3D プリンターは

ランナーである当社に魅力を感じてやってきて

「第 8 回みやぎ優れ MONO 認定製品」に選ばれ

くれているのだと思っています。

ました。また、大型立体像形制作における 3D
プリンターを作ったプロセスが評価されて「第
7 回ものづくり日本大賞特別賞」を受賞しまし
た。

2.

当社の強み・課題

2.1

デジタルによる効率化と一貫体制

当社は、業界の中でもいち早く「粘土をこね
1.6 社員のメンバー構成・採用方法
社員は男女半々ほどで、20 代が多いですが、

て原型を作って」進める従来の職人気質の世界
から、造形制作のデジタル化や 3D プリンター

80 歳近い職人も元気に働いています。東北出

を導入したことで、大きく効率化が図られまし

身者が大部分を占めますが、関西、関東出身者

た。例えば、1 つフィギュアのデータを作って

もいますし、1 割程は中国等の海外出身です。

おけば、それを拡大すれば等身大フィギュアに

中国で日本のフィギュアの人気が高いことが背

なりますし、
「頭が小さいから直したい」という

景にあると思いますが、コンテンツ産業は、親

場合にも、粘土だと全部作り直しとなるところ

しみやすく、世界のどんな人にも訴えて、将来

を、データだと簡単に修正できるため、様々な

日本に来てくれるという動きを生み出す力を

場面で効率化が図られ、原型制作期間が短縮さ

持っていることの表れだと思います。それから、

れます。
職人気質が悪いわけではありませんが、

仙台は比較的学生が多く集まっているため、人

フィギュア制作を「産業として成り立たせる」

材面でも都合が良いと感じています。出身校で

ためには、このような効率化が必要だと考えて

は地元のデジタルアーツ仙台や、美術系大学出

います。
また、デジタルでの制作には、作品の精度向
上というメリットもあります。原型を送って、
その後鋳造を作り、金型完成までのプロセスで
何度も形状の確認が必要になります。この修正
のやり取りが非常に多く、コロナ禍もあって現
地にも行くことが難しく、品質管理が非常に大
変です。
一方でデジタルによる機械加工型だと、
データとほとんど同じ、精度の高いものを作る
ことができると考え、デジタル化の幅を広げ、

社員の様子
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さらなる効率化、高精度を実現できるよう、地

めているところです。とはいえ、そういう取組

元宮城県の金型屋と連携して研究中です。

みを既に進めている他の企業はなく、当社がフ
ロンティアですので、なかなか良いコラボレー

2.2

宮城県に拠点を構えることのメリット

ション先を見つけるのが大変でした。

宮城県に拠点を構え続ける理由は、社長の出
身地ということもありますが、首都圏に比べる
と立地コストが安く済むこと、競合他社がいな
いというメリットもあるためです。また、東北

3.

今後の展望

3.1

自社一貫体制の拡充と量産の国内回帰

の地に居ても、当社は等身大フィギュアで日本

当社はこの 8 月から、量産と販売についても

一のクオリティ・実力を持っていると自負して

自社で実施する体制を整備しました。今後は、

います。それを求めて全国から仕事の依頼をい

権利元と直接つながり、当社が制作し、小売ま

ただき、また優秀な人材も集まってきます。

で一貫して行うことで、ブランド力向上や、版
権元も含めた収益力向上に資すると期待してい

2.3

当社の課題認識

当社では、量産のプロセスは中国の関連会社
で実施していますが、近年中国では人件費が高

ます。また、先述のとおり、国内で量産するた
めの取組みも進めており、今後はこれら 2 つが
大きな路線となると展望しています。

騰し、円安も進んでいることから、コスト面の
メリットが減少しています。また、いわゆるチャ

3.2

東北の皆様ともっとコラボレーションを

イナリスクも懸念されるため、量産を中国に依

フィギュア業界というと、一般の経済・産業

存し続けることは当社にとって大きな課題と認

界からは縁遠い世界と思われるかもしれません

識しています。なぜ量産を中国に頼っているか

が、例えば喜久福さんとのコラボで地域おこし

というと、日本の成型技術はフィギュアのよう

をした事例もあり、決して無関係ではありませ

な 3 次曲面の金型には向かないことや、精密な

ん。コンテンツ産業のすそ野は広がっており、

モノづくりにこだわるあまり、フィギュア制作

また世界的にも認知度が向上しつつある業界で

側のニーズに合致しないといったことがあるた

す。したがって、今後ますます産業界とのコラ

めです。その点中国では、3 次曲面の複雑な形

ボレーションのポテンシャルを持ってくるコン

状でも「無理抜き」
ができる等、柔軟な鋳型作り

テンツですので、是非皆様には、東北にもこの

が可能です。フィギュアは髪の毛の角度等の細

ようなトップランナー企業があること、東北か

かい部分はある程度誤差が許容され、工業製品

ら世界に向けてモノづくりができるということ

のような精度は必要ありません。日本の金型屋

を知っていただくとともに、様々なコラボレー

さんはその「ゆるさ」が受け入れ難いという面

ションをして行けたら有難いと考えています。

も大きく、その点でメーカーとの齟齬が非常に
大きいと感じています。この課題を解決するた
めに、我々は日本国内で量産体制を実現するた
めの検討や、金型メーカーへの働きかけを今進
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い

ま

未 来 へ の 歩 み ～ 復 興 の 現 在 ～

鼎談「次の世代へのバトンタッチ」
女川町役場 公民連携室長
特定非営利活動法人アスヘノキボウ 代表理事
女川町商工会 まちづくり推進役

青山
後藤
磯部

（聞き手）東北活性化研究センター 地域・産業振興部長
企画総務部 専任部長

貴博 氏
大輝 氏
哲也 氏
福地
國井

裕明
紀王士

東日本大震災からの復興は、国による「第 2 期復興・創生期間」が令和 3 年度からスタートして
おり、今後は復興まちづくり等、ソフト面の取り組みについても、さらに前に進めていく段階に
あります。
その一助とすべく、本誌では、震災以降、復興に向けた地域再生や起業・新規事業立ち上げ等に
取り組んできた企業や NPO、地域団体等の方々の現在、そして今後の展望等をご紹介していく
こととしました。
今回は「復興のフロントランナー」と呼ばれている女川町の活動人口創出促進事業などについ
てお聞きしました。
―皆さん、自己紹介からお願いします。

なぎ役をしています。もともとは商工会の職員
です。縁あって役場にお世話になっており、今

青山：公民連携室という言葉どおり、女川町内

年で 4 年目です。

の公（役場）と民間の様々な活動を調整するつ
後藤：私が代表をつとめる「アスヘノキボウ」
のミッションは、女川町の地域課題を解決する
ことを通じて、日本と世界の社会課題解決に貢
献することです。東日本大震災で被災された
方々の再建のお手伝いや、女川町での起業支援
を行ってきました。その後は町の復興のフェー
ズに合わせて、町の課題を解決する事業に取り
組んでおります。
青山貴博（あおやま たかひろ）氏

東日本大震災発生時は女川町商工会事務局長。復興まちづ
くりを提案する民間団体「女川町復興連絡協議会」の事務局
として各種プロジェクトを展開。2019 年から現職。
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磯部：商工会に来て 4 年になります。主に町内

もあるので、PTA 会長や社会福祉協議会の役

のイベントの事務局や、商工会の本来業務であ

員経験者でもありました。こうした 30 人でお

る販路開拓といった業務のほか、公民連携室や

よそ一年間、ざっくばらんに来たるべき「6,000

アスヘノキボウの皆さんが、自分たちだけでや

人問題」
を話し合いました。

り切れないところを、お手伝いしています。

年度末を迎え、
「今後、どう活動するか話し
合おう」と言っていた矢先に東日本大震災が発

自分たちのことは、自分たちで

災し、その後の活動は当然なくなりました。

―「復興のフロントランナー」と呼ばれている

―震災発生から約一カ月で、女川は復興に向け

女川町ですが、まちづくりということでは震災

て歩みはじめました。

の前から先を見越して活動されていたと聞きま
す。震災前の取り組みについて伺えますか。

青山： 一カ月後の 2011 年 4 月 19 日、女川町
復興連絡協議会（以下 FRK）が立ち上がったの

青山：2010 年 6 月、女川町経済懇話会では地

は、結果的には「女川まちづくり塾」があったか

銀の調査部から講師を招き、女川の将来人口に

らだと思っています。

ついて話を聞きました。当時、女川町では人口

まちづくり塾での検討は、
「20 年で人口が 4

が１万人を切る、
切らないで騒いでいましたが、

割減っていくスピードをいかに緩やかにできる

20 年後の 2030 年には４割減るという話でし

か」というものでした。100 年後には日本全体

た。この話を聞いていた商工会の高橋正典会長

で約 6,000 万人になるだろうと言われていたの

（当時。現・株式会社高政会長）が戻って来るや

で、当然女川は、都市部よりも早く減るだろう

否や、「来たるべき 6,000 人問題に備えなけれ

と考えていました。

ば」
と、仲間や行政に声をかけて「女川まちづく

ところが、20 年後に来たるべき問題が、津波

り塾」という勉強会をつくりました。話を聞い

によって前倒しになって、目の前にあらわれま

てから立ち上げまでは半月足らずだったと記憶

した。我々が検討してきたものの中に活用でき

しています。この年の 4 月に商工会に着任した

るものはないか、と考えることができたという

ばかりの私は、ほかでは見られない迅速さに、

意味では、素地があってよかったと思います。

女川の独特な行動力を感じました。
まちづくり塾では月に 1、2 回、産業だけでな

―ひとつのプレハブに複数の団体が入って過ご

く、教育や福祉など様々なテーマで話し合いま

したことで、
お互いに深く理解しあったことも、

した。なぜ商工会で様々なテーマを話し合った

復旧・復興のスピードアップに関連したとも聞

かというと、人口が 4,000 人減るということは

きます。

生産人口も購買力もともに減るため、産業のこ
とだけ話し合っても仕方がなかったからです。

青山：震災の翌日から、
「世の中からプレハブ

また、まちづくり塾メンバーは、まちの顔役で

が消えた」と言われる状況の中で、高橋会長が
東北活性研
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伝手をたどり、プレハブを自費で持ってきて、
当時女川町観光協会の会長だった鈴木敬幸さん
（故人）
の土地に据え付けたんです。

それがいわゆる FRK です。
ですから、プレハブに商工会や観光協会など
４団体が同居したのは副次的なものです。ただ、

会長は「人が集まる場所をつくらなきゃ駄目

狭いプレハブだったからこそ、物理的にも心理

なんだ」
と言うのですが、私は最初、その意味が

的にも距離が縮まっていったんですね。あらた

分かりませんでした。要は、足も自由に伸ばせ

めてお互いを知る機会となり、そこで結束が生

ない、気を遣ってせき払い一つもできない避難

まれていきました。

所では自由に話もできないだろうと、何をやっ
てもいい「居場所」
を作りたかったんですね。
会長の思惑通り、居場所にはいろんな人が集
まり、夜中になっても帰らずにあれこれ話をし

―磯部さんや後藤さんが加わるのは、このあと
のことだと思いますが、どのように関わって
いったのでしょうか。

ていました。そんな中、「この町、どうなるん
だべね」
という話になり、最終的には「自分たち

磯部：震災当時、私は仙台にいました。転勤で

でやらなきゃいけないんじゃないの」というこ

女川に来て、
初めて聞いたことも多かったです。

とになりました。

ですので、こうした活動を知るようになったの
は、町の中に関わるようになってからです。当

―「自分たちのことは、自分たちでやる」といっ

時は、
「関わりたいけれども、どうしていいか

た気概はこうして生まれたのですか。あるいは、

分からなかった」
というのが本音です。

素地は以前からあったのでしょうか。
青山：地理的に女川が「どん詰まり」にあった
ことが影響していると思います。女川から石巻
に移住することはあっても、その逆は滅多にあ
りません。つまり、女川の人たちは、昔から、
自分たちのことは自分たちでやらなきゃいけな
い土地柄だったんです。
こうした気質を会長も分かっていました。人
が集まることで、
色々と話が弾んでいくうちに、
結束力が生まれ、
「自分らのことは、自分らで」

磯部哲也（いそべ てつや）氏

公民連携事業、イベントの運営、水産加工業の販路拡大な
どの活動に携わる。第二期女川町復興連絡協議会事務局長。
2018 年 7 月より現職。

という結論を導かせるために、プレハブが必要
だったんだということが分かりました。
毎晩のようにプレハブでの話を報告していた

後藤：私がボランティアに入ったのは南三陸町
でした。大学のつながりです。2015 年の夏に、

ら、案の定会長は「そうだべな」と言うわけで

「創業支援のプログラムがある」と聞き、はじめ

す。そして、
「ひとつ、組織を作りたいんだ」
と。

て女川を訪れました。そこでアスヘノキボウの
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創業者である小松洋介さんに話を伺い、青山さ

にアスヘノキボウに入社しました。

んをはじめ多くの女川の方々と出会い、惹かれ
ました。

青山：大輝くんが学生を連れて来るたびに「す
ごいな、こいつ」
と思っていたけれど、まさか勤
めるとまでは思わなかったね。
後藤：単純にみなさんの話に感動したんです
ね。こんなに格好いい大人たちが、女川のまち
づくりを担っていて、そのまちづくり自体も面
白い。本気の人たちの力になりたいと思いまし
た。当時は、みなさんの「どんな町をつくりた

後藤大輝（ごとう たいき）氏

い」や、
「どんな事業を創ろうか」などといった

大学生時代に女川町と出会う。日本・世界の未来は女川に
あると信じて移住。2022 年 4 月、代表理事に就任。

話の場に入っていくことが、とても楽しくて、

青山：女川には、大輝くんのように何らかの縁

て、かつ新卒一年目で「いくらやっても終わら

があって来てくれて、結果、女川を気に入って

ない」といった時もありましたがすごく楽し

くれて、今も付き合ってくれている人がたくさ

かった記憶があります。

大変だったという記憶がありません。忙しすぎ

んいます。本当にありがたいです。
青山：あの頃は過渡期というか、そもそもアス
磯部：縁がなかったら、全然女川を知らないま

ヘノキボウは FRK の戦略室を切り出して作っ

まだったかもしれないね。

た、肝いりの組織です。前例のない立ち上げで
もあって、小松前代表が熱意を持って関わり、

後藤：当時、僕は大学 3 年生でしたが、女川の

それを町関係者が全面的にバックアップしてい

まちづくりにすごい衝撃を受けました。このま

るわけです。女川に必要だからこそつくったも

ちづくり自体をもっとたくさんの人に知ってほ

のなので、期待も大きかった。だから、まちの

しいと、独自に毎月 2 回、東京から女川に大学

人からは、
「やって当たり前」
「やらなきゃ怒ら

生を連れてくるツアーを行いました。すると小

れる」
という感じだったね。

松さんから、
「だったら、アスヘノキボウ（の企
画として）やってみない？東京との行き来の負

磯部：
「若い奴が何をやっているんだ？」など

担も減るよ」と誘われました。そのころ私は大

と、毎日のように言われていたね。

学 4 年で、もともとの夢に進むべきか悩んでい
ました。結局、
「復興途中の今だからこそまち

青山：やることなすことすべてが女川の将来に

づくりのプロセスに関わりたい。まちができた

関わる重要なものなので、アスヘノキボウがコ

後で関わっても面白くない」と、その年の 10 月

ケると、町や民間の計画・方策が全部狂うわけ
東北活性研
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です。だから結構風当たりも強かったですが、

後藤：2013 年 4 月にＮＰＯ法人化したアスヘ

万が一のときは我々が弾除けになりました。で

ノキボウは、
開設当初は創業支援の活動の傍ら、

も、その時期を超えたからこそ今があるわけだ

復興関連イベントのボランティアなど、何でも

し、まさか大輝くんのことを後藤代表と呼ぶ時

屋のような側面もありました。復興が進むにつ

が来ようとは。

れて町の課題に取り組むことになりましたが、
中でも重視しているのが人口減少の問題です。

後藤：僕も思っていませんでした。

全国的に人口が減っていく中、女川だけが増え
るという未来は想像しづらい。人口が減る前提

女川を好きになってくれる人を増やす

で持続的な地域をつくるとなると、女川町内だ
けで課題解決するのは難しいだろうと、外の皆

―それでは、女川町における「活動人口創出」
に

さんの力を借りて、女川に来てもらう人、さら

ついてお聞かせいただけますか。

には、女川を好きになってくれる人を増やして
いこうと「活動人口を増やそう」という流れに

青山：活動人口の定義ですが、今ここに住んで

なりました。僕自身、本気で女川のことを好き

いる人のほか、この町に遊びに来る人、視察に

になって、一緒に関わってくれる人が増えたら

来る人、
こうやって取材に来る人など、そういっ

嬉しいという思いでやっています。

た人たちが何らかの目的を持ってこの町に来
て、それらを実現する。まさに、そういった人

―それでは、今メインで取り組んでいる事業に

たちを総称して活動人口と定義付けています。

ついてお聞かせください。

こうした人を増やす主体が、まさに我々なんで
す。
「活動人口創出」というベクトルは同じです

後藤：柱が 3 つありまして、中でも「お試し移

が、動き方や役割が違うということです。

住」がメインです。このほか「企業研修」や、最
近始めた「女川つながるミーティング」があり
ます。
活動人口を増やすためには、繰り返しになり
ますが、
「女川に関わることで女川の人たちが
好きになり、自分のライフスタイルもより良く
なる」と感じてもらえるようになってくれるこ
とを目指しています。
そのためにまず、お試しで一週間程度女川に

創業本気プログラム

アスヘノキボウが実施する創業支援は、創業場所を女川と
限らないのが特徴。
震災後、数々のスタートが生まれた女川町だからこそでき
る学びを提供。

お試しで滞在してもらい、どっぷり町の人と関
係をつくっていただこうとはじめたのが、
「お
試し移住」
です。
単なる観光では地域の人と関係をつくるのは
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後藤：青山さんらの話にみんな感動して心が動
かされ、中には、もっと女川に深く関わって何
かチャレンジしてみたいと、期間限定で社員を
常駐させる企業も出てきました。
青山：
「企業がなぜ女川で、まちづくりをテー
マに研修するの？」と思うかもしれませんが、
企業から見ると、私たちの公民連携のまちづく
お試し移住

りが、自分たちの会社の組織づくりの参考にな

アルバイトやインターンを通じ、地方で働く醍醐味を味わ
うとともに、地域の課題について考える機会にもなります。

るんですね。東京から大企業がこぞって女川に

難しいですが、一週間も女川に滞在すれば、飲

と思っています。こうした動きは震災がなけれ

み屋などで町長やまちのキーパーソンたちと言

ばなかったかもしれません。でも、これをきっ

葉を交わすことができます。そこで会話するこ

かけに今まで女川にはなかったことを教わり、

となどで、より深い関係が築けます。ただ、私

反対に、
彼らにないものを教えることができる。

たち民間だけで住居を手配することは難しい面

このつながりのあり方を大事にしたいと思いま

もあり、町と連携し公営住宅を使わせてもらう

すし、その中心を担っているのがアスヘノキボ

などして運営しています。

ウでよかったと思っています。

人材を派遣するということは、そういうことだ

これまで 6 年間で 550 名以上の方が「お試し
移住」に参加し、女川のファンになってもらっ

磯部：ですから、研修に来る企業には「女川を

ています（22 年 3 月末現在）。中には、保育士

使い倒してほしい」とお願いするとともに「私

さんが移住したり、テナントに出店したりなど、

たちもあなた方を使い倒すからね」とお話しさ

移住や起業に至った方もいます。

せていただいています。

「企業研修」は、特に大企業の研修を女川町で
実施しています。内容は、復興の歩みなど学ぶ

後藤：女川の課題は日本全国の課題にも通じる

人材育成型と、女川という地域社会で新しいビ

ということで、女川の取り組みを外に広げるビ

ジネスを考える事業開発型の２つがあります。

ジネスを展開しようというコンサルティング会
社と女川町が「次世代のまちづくり推進に関す

青山：最初に受け入れた頃は、「震災当時の状

る包括連携協定」
を結びました。

況」や「防災、減災の考え方」といったニーズが
多かったのですが、時間が経過するにつれて、
「復興のあり方」
「女川の復興まちづくり」など
とテーマが変わってきています。

青山：この協定には、まずは行政改革から始め
ようという町長の考えが反映されています。改
革がうまく進めば、行政の D X、さらには地域
の D X にうまく繋げていこうと考えています。
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これもアスヘノキボウが内と外をつないだ結果

後藤：まだまだ出してほしいです。

です。
後藤：3 つ目の「女川つながるミーティング」
は、これまで繋がりのある自治体や企業とあら
ためて交流しようと今年の 2 月にはじめまし
た。これまでは僕らが招かなくても、復興のた
めに外から皆さんが来てくれましたが、これか
らはそうもいかないので、自分たちからアク
ションを起こして関係を継続させ、お互いに価

JR 女川駅から海に向かってまっすぐにのびるシーパ
ルピア女川のれんがみち

値のある場を作ることにしたものです。新しい
事業やさらなる復興に向けた取り組みなど、さ
らにつながりが深まればと思っています。

いかに次の世代へバトンを渡すか
―FRK の中心を担っていた人たちからの代替

磯部：復興まちづくりの中心でやってきた人た

わりが既に始まっているということですか。

ちはもちろん、自分たちの本業を第一に考えな
ければいけませんから、これからは、役場や商

青山：そうです。いい感じでバトンタッチでき

工会、アスヘノキボウが音頭を取らないと物事

ていると思っています。

は進まないと考えています。ここがしっかり機
能しないと、震災前に戻ってしまうという危機

磯部：課題は、町に若い人が少ないことです。

感は絶えず持っています。
青山：確かに、数は少ないけれども、彼らは若
青山：そうやってチグハグ、バラバラの方向を

いうちから我々に巻き込まれているから、必然

向くようになったとしても、みんなが当たり前

的にやらなきゃいけないという認識は持ってい

に暮らせる状態であれば、それが本当の復興な

ますね。自覚もあるみたいです。

んだろうな、と最近思うようになりました。
磯部：7 月（24 日）に「みなとまつり」を 12 年ぶ
磯部：たぶん、そうですね。我々が何もしなく

りにやることになりました。かつては商工会の

てもいい状態が本当の復興かもしれません。そ

役員や各団体の長らによる協賛会にて運営して

れに、我々の世代もあと 10 年たらずで「口を出

いましたが、震災後初めて、しかも 12 年ぶりと

さない世代」になります。これからは後藤さん

いうこともあって、
ノウハウも途絶えています。

たちの出番だから、口出しを控えるようにしな

そこで今回はアスヘノキボウにお願いして、町

いと。

内の若者のほか、町に移住してきた人など 20
名程度を巻き込んで、彼らの得意分野から携
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わってもらうことにしました。

に戻りたくても戻ってこられないといったケー
スもあるため、若い人たちが地域にいられる理

―青山さんらの世代から後藤さんらの世代へ引

由をつくることが課題だと認識しています。

き継ぐ中で期待していることは何ですか。
―ほかに何か考えていることはありますか。
青山：これをやってほしいということは特にあ
りません。素地というか、原理原則さえ守って

後藤：アイデアベースでやりたいことは、いわ

もらえれば、これまでやってきたことを壊して

ゆる山村留学です。一般的に小規模の小中学校

も構わないと思っています。

は 1 学年 1 クラスで、クラス替えがありません。

ただ、お願いがあるとすれば、我々の子ども

そうなると 6 年間、下手をすれば 9 年もの間、

たちの世代（中高生）に、我々が大輝くんらに引

人間関係が変わらないわけです。そうなると、

き継いだレベルでバトンタッチしてほしいで

生きづらさを感じる子どもも出てくるでしょ

す。大輝くんから見れば、ひとまわり下の世代

う。そこで、他所の地域からの子どもたちを受

に、最低でも現状レベルで引き継いでもらわな

け入れる山村留学を導入し、長期間ではないに

いと、
（まちは）続かないと思うから。

せよ、より多くの子どもたちと地元の子が交わ
ることで弊害を解消できないかと考えていま

磯部：我々がやってきたことを真似しろという

す。外の子と交流することで、地元の良さを見

ことではなく、まちを良くするために何が大事

つけてもらいたいとも思っています。これまで

かという本質を見極めてほしいです。現在、ま

は学生や社会人を中心に取り組んでいますけ

ちがどんな流れで運営されているかを観察した

ど、将来的には子どもたちの環境にも関わって

上で、実践してもらえればと思います。

いきたいです。

―バトンを受け継いだ立場の後藤さんはどう感

青山：大輝くんが言うように、子どもたちをい

じていますか。

い意味で競わせる、刺激を与えることは大切で
す。女川町が施設一体型の小中一貫校を選択し

後藤：僕は女川と出会って人生が変わりまし

たのも、まさにそういうことです。復興まちづ

た。女川で関わってきた方々の、女川に対する

くりの発想には当然ながら、子どもたちの将来

愛情とか、
「地域をどうにかしたい」という思い

をも見据えています。

に惹かれ、途中から関わっていますが、こうし

FRK の設立総会で高橋会長が突然、
「還暦以

た皆さんの思いを引き継ぐとともに、その思い

上は口出さず」と宣言しましたが、その真意も

を一緒に背負っていける人をできるだけ多く増

まさに、ここなんですよ。まちの重鎮らも賛同

やしたいと思っています。

して、我々の世代は戸惑いました。だって、何

ただその一方で、女川の人口は減っています。
仕事の選択肢や住環境を整備しなければ、女川

もかも失ったまちで「お前らに任せる」と言わ
れたわけですから。会長は私たちに「復興は
東北活性研
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10 年、20 年かかるだろう。その頃、我々は生
きていないかもしれない。だから、任せるんだ」
と言いました。そして、「何もかもなくなった
のは分かってるけど、
あんたたちには、ちっちゃ
い子どもがいっぺ（いるだろう）」と続けたんで
す。会長は「子どもたちのために、どんなにキ
ツくてもお前たちがやらなければならない。こ
れは、年寄りがやることじゃない」というわけ
ですよ。
こんな胸が熱くなるようなこと言われてし
まったら、
「分かりました」としか答えられませ
んでした。もちろん会長からは、
「口出しはし
ないけど弾除けにはなる。困ったら相談してほ
しいし、一緒にやろう」と言ってもらいました
が…。

令和 3 年度より、
アスヘノキボウでは「活
動人口創出」を目指す女川町からの受託を
受け、コロナ禍というピンチをチャンスに
変え、常に新しいことに挑戦し続ける女川
町の元気な人たちや話題のスポットを紹介
す る 動 画「ONAGAWA enJOINUS（ オ
ナガワ・エンジョイナス）
」を制作。本年７
月までに４本の動画が公開されました。動
画制作には町内企業の若手有志が参加して
います。

―こうやって話を伺うだけでも胸が熱くなりま
すね。
「還暦以上口を出さず」という話にはそん
な真意が隠されていたんですね。
青山：子どもには可能性があり、次を託せるの
は子どもたちです。その考えがちゃんと大輝く
んに伝わっていたので安心しました。ぜひ実現
してもらいたいです。
―ありがとうございました。
（令和4年6月30日、
女川町まちなか交流館にて）
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アスヘノキボウ YouTube
チャンネルでご覧いただけます。
https://www.youtube.com/channel/
UCIFBfjv_4B-OeqBF6sf3IWA

活 動 紹 介

東北・新潟の「キラ☆企業」情報発信事業による動画の配信（後編）
員が輝くキラ☆企業！」において、13 社の動画

東北・新潟の「キラ☆企業」情報発信事業（☆：

を公開した（詳細は前号－ vol.47・2022 春季

「ぼし」
と読む、以下同）では、昨年度「女性活躍」

号－参照）
。

の視点から「キラ☆企業」を紹介する動画コン

本号では、前号で紹介した 7 社に引き続き、

テンツの制作に取り組み、本サイト内の特集

コーナーおよび YouTube チャンネル「女性社

6 社について各社の概要をご紹介する。

企業名・公開日
東電化工業株式会社
（2021 年 12 月 22 日）

動画の概要
タイトル

明るく働きやすい職場で、めっきの仕事にやりがいを実感！

紹介社員

品質保証部 品質保証課

女性活躍の
ポイント

株式会社アリーナ
（2022 年 1 月 7 日）

紹介社員

第一製造部 組立製造課 技術営業係

佑菜さん

研修・教育制度が充実し、社員のキャリア形成をしっかりサポートする会社です！

紹介社員

標準品事業部

釼吉

美紗稀さん

・性別や年齢に関係なく社内のコミュニケーションが活発で、社員同士の仲が良
く、いつでも自分の意見や相談事が言える
・新入社員に対する先輩のサポートがしっかりしているほか、匠塾などを通じ社
員のキャリア形成を支援
・育休取得やシフト希望への柔軟な対応など、仕事と家庭の両立に配慮

タイトル

若手社員のアイデア・提言を尊重し、チームワークを大切にする会社です！

紹介社員

営業推進課

澤口

恵梨子さん

・年齢の近い先輩社員が個別指導する「エルダー制度」があり、新人教育・研修が
しっかりしている
・若手社員のアイデアや提言を尊重し、チームワークを大切にしている
・連休取得や時短勤務等の制度で、仕事と子育てが両立できる環境が整っている

タイトル

女性の器用さ、繊細さが生かせる仕事です！

紹介社員

精密事業部 製造課

女性活躍の
ポイント
岩手モリヤ株式会社
（2022 年 3 月 9 日）

天海

・会社全体の雰囲気がとても柔らかく、安心して働き続けられる
・ものづくりの現場で新しい発見がたくさんあり、楽しく仕事ができる
・女性が多い職場で相談しやすく、産休・育休やストレスチェックなどの制度も
充実し、育休取得後に職場復帰する社員が多い

タイトル

女性活躍の
ポイント
東光鉄工株式会社
（2022 年 3 月 2 日）

・定期的に開かれる勉強会を通じ、部門の垣根を越えてチームとして業務にあた
る社風が浸透
・知識や経験がなくても先輩からめっきの知識や技術を学ぶ機会が多く、楽しさ
ややりがいを実感
・従業員の子どもが使わなくなった物を子育て社員に貸し出す仕組みなど、子育
て支援、福利厚生が充実
自分の中で新しい可能性を見つけられる会社です！

女性活躍の
ポイント

株式会社テクノル
（2022 年 1 月 26 日）

博衣さん

タイトル

女性活躍の
ポイント
株式会社アイオー精密
（2022 年 1 月 19 日）

小松

安保

瑞穂さん

・職種・職域の性差がなく 1 年目から様々な業務にチャレンジさせてもらえ、女
性の手先の器用さ、繊細さが発揮できる
・各種制度で社員の資格取得、スキルアップをサポート
・産休・育休後も職場復帰しやすく、時短勤務も可能で働きやすい

タイトル

チーム制の働き方をベースに子育てをしっかりサポート！

紹介社員

縫製担当

女性活躍の
ポイント

簗田

美穂子さん

・地元採用にこだわり、人材育成と技術の維持・継承に積極的
・女性社員が多くフレンドリーな職場で、仕事やプライベートの事も気軽に相談
できる
・子育て世代の社員を皆で助け合う雰囲気が浸透し、産休・育休や定時勤務など
の支援制度も整っている
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調 査 ノ ー ト

ベンチャー・スタートアップ企業の

成長による地域活性化
調査研究部

専任部長

矢萩

義人

POINT
■

東北圏のベンチャー・スタートアップ企業の多くは、事業化の段階にとどまり、その後の成
長のステージまで到達できないでいる。

■ 成長のステージまで到達する企業を増やすためには、①起業家、支援者の両者について人材
面の強化、②地域の民間支援者による主体的な関与、③官民連携による継続的な支援、④資
金調達環境の整備、⑤ベンチャー・スタートアップ企業の拠点としてのイメージ戦略が求め
られると想定される。
■ 今後、
東北圏の現状を整理するとともに、
東北圏内外のトップランナー企業やベンチャーキャ
ピタルなど、多方面にヒアリングを行い、課題を整理し提言する。

はじめに

スタートアップ企業は少なく、専門人材不足、
成功体験に基づいた情報の不足、および資金調

東北圏（東北 6 県および新潟県）は他地域より
急速に人口減少・少子高齢化が進み、活力を維
持するために地域産業の成長を促進していく必

達環境が充実していないなどの課題に直面して
いる。
こうした背景を踏まえ、本年度は、仙台市を

要がある。また、若者の圏外への流出が進み、

はじめとする行政支援により誕生したスタート

東北圏への移住・定住を促進するには、働く場

アップや東北大学発ベンチャー・スタートアッ

所として魅力的な企業の創出が必須である。

プなどを中心とした、東北圏に存在するベン

一方で、AI、IoT、ビッグデータなどの新た

チャー・スタートアップ企業の現状を把握し、

な技術やサービスの発達にコロナ禍が拍車をか

成長ステージに進めるための施策、そして出口

け、ビジネス創出のチャンスが拡大している。

戦略（イグジット）を見据えた対応策など、ベン

新たな技術やサービスに対応できる若い経営者

チャー・スタートアップ企業の成長による地域

の多いベンチャー・スタートアップ企業は、ビ

活性化、つまり地域産業の成長と、若者を惹き

ジネス創出の担い手として期待される。また、

付ける魅力的な企業創出に向けた方策検討に関

若者の就職に対する意識にも変化が見て取れ、

わる調査を進めている。

起業を志向する若者も増えている。
東北圏では、震災後 11 年が経過し、スタート

本稿では、本調査における着眼点を踏まえ、
今後の調査の方向性について報告する。

アップ・エコシステムは進化し、起業家も多数

なお、スタートアップは、ベンチャーの中で

生まれてきたが、急成長を遂げたベンチャー・

も、株式上場（IPO）
や合併・買収（M&A）といっ
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たイグジットを強く意識して、急成長を目指す

製造・販売して売上にまでつなげていくために

企業という意味合いが強いが、本調査では、
「ベ

は、資⾦や⼈材などの経営資源を適切に調達す

ンチャー」と「スタートアップ」を使い分けず、

ることが必要とされる。
「ダーウィンの海」は、

同義のものとして扱う。

事業化ステージと産業化ステージ（市場に定
着）の間に存在する障壁をいう（ミドルとレイ

1

ターの間）
。事業を成功させるためには、競争

調査の着眼点

優位性を構築し、多くのライバル企業との生き

1-1 成長のステージと 3 つの障壁（図表 1）

残り競争に勝つことが必要とされる。

ベンチャー・スタートアップ企業の成長のス
テージは、プレシード、シード、アーリー、ミド

1-2

ル、レイターの 5 段階で説明される。そして、

しに注目

各ステージの間には、
「魔の川」
「死の谷」
「ダー
ウィンの海」
という 3 つの障壁が存在する。
「魔の川」は、研究ステージと製品化に向けた
開発ステージの間に存在する障壁をいう（プレ

ミドルのステージに成長するための橋渡

東北圏のベンチャー・スタートアップ企業の
多くは、プレシードからアーリーのステージに
とどまり、ミドル以降のステージに成長を遂げ
ることができないでいる。

シードとシードの間）
。研究を研究だけで終わ

本調査では、プレシードからシード（魔の

らせないようにするためには、技術シーズを市

川）
、シードからアーリー（死の谷）
、そしてミ

場ニーズに結び付け、具体的なターゲット製品

ドルのステージに成長するための橋渡しには何

を構想する知恵が必要とされる。「死の谷」は、

が必要かに注目する。

開発ステージと事業化ステージの間に存在する

また、
成長軌道に乗ったミドル以降（ダーウィ

障壁をいう（シードとアーリーの間）。商品を

ンの海）
、イグジットに向けた施策も検討する。

図表１
図表 1ベンチャー・スタートアップ企業の成⻑のステージ
ベンチャー・スタートアップ企業の成長のステージ
キャッシュフロー

イグジット
株式上場
（IPO）

調査で注⽬するステージ

【ダーウィンの海】

【魔の川】
【死の⾕】
成⻑のステージ
プレシード

• 製品・サービス
の概念実証段階

シード

• 創業前後の段階
• 製品・サービス
の構想が決まっ
ている

アーリー

• 事業化の段階
• 製品・サービスの
正式版をリリース
• 最低限の⼈員体制

ミドル

• 成⻑初期
• 製品・サービスに
⼀定の顧客を獲得
• バックオフィスの
体制づくり

レイター

• 成⻑後期
• 持続的な収益
• 内部管理体制構築

資料）各種公表資料より東北活性研作成
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なお、それぞれのステージを克服するための

間に新規に開設された事業所（または企業）を

施策の検討にあたっては、文献調査等を通じて

年平均にならした数」の「期首において既に存

一般的に指摘されていることを把握したうえ

在していた事業所
（または企業）
」
に対する割合）

で、深掘りする観点から調査を進める。深掘り

が政令指定都市の中で１位であり、スタート

のための視点の一例としては、地域間比較があ

アップ推進都市として他の自治体のロールモデ

げられる。
「東北圏がなぜ他の地域よりも劣後

ルとなっている福岡市をベンチマークに仙台市

しているのか」
「ベンチャー・スタートアップ企

と比較し、東北圏のベンチャー・スタートアッ

業やベンチャーキャピタルが集中する首都圏に

プ企業の多くが、ミドル以降の成長ステージに

近く、地の利のある東北圏が、例えば九州など

到達できない要因を分析した。

他の地域よりも先行できないのはなぜか」
「医
学や工学などで高い実績をもつ東北大をはじめ

2-1

とした大学が存在するにもかかわらず、なぜ先

福岡市と同程度（図表 2）

ミドル以降のステージに到達する素地は

端技術を生かした大学発ベンチャー・スタート

仙台市は、GDP（人口比）
、開業率、また若

アップ企業が他の地域よりも誕生しないのか」

者の割合は、
福岡市と比較し遜色がない。特に、

といった観点で、東北圏を他の地域と比較する

仙台市の開業率（7.03％）は、政令指定都市中１

ことで、強みや弱みを浮き彫りにし、東北圏の

位の福岡市（7.42％）に次いで 2 位であり、両市

ベンチャー・スタートアップ企業の成長に向け、

の開業率の高さから、プレシードからアーリー

地域性を加味した施策を検討する。

のステージにベンチャー・スタートアップ企業
は集積し、ミドル以降の成長ステージに到達す
る企業を生み出す素地は同程度に整っていると

2 地域間比較「仙台市と福岡市」

いえる。

地域間比較の手始めとして、開業率（
「ある期
図表 2
仙台市と福岡市の比較「基本データ」
図表２
仙台市と福岡市の⽐較「基本データ」
仙台市
⼈⼝

109.3万⼈

161.9万⼈

GDP(2018実質）

5兆204億円 （459.3万/⼈）

7兆6,301億円（471.3万/⼈）

開業率（経済センサス）

7.03％（政令指定都市中2位）

7.42％（政令指定都市中1位）

スタートアップ数

117社（1.07社/万⼈）

299社（1.85社/万⼈）

スタートアップ関連予算額

5億7,894万円（530万円/万⼈）

71億1,153万円（4,393万円/万⼈）

スタートアップ関連職員数

33名(専任職員1⼈）

59名(専任職員9⼈）

スタートアップ数（社）/
専任職員数（⼈）

117社/⼈

33社/⼈

スタートアップ・エコシス
テム協議会参画団体数

45社

61社

国家戦略特区

社会起業・⼥性活躍
近未来技術実証

グローバル創業・雇⽤創出
近未来技術実証

若者の割合（10代・20代）

22.03％

22.05％

（2022.3推計⼈⼝）

（2020年度）
（2020年度）

資料）仙台市提供資料より東北活性研作成
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2-2 4 要素全てで福岡市に劣後（図表 3）
仙台市と福岡市を、①ヒト（起業人材、支援

支援を実現している。仙台市の場合は、産官
学金が連携した継続的な支援が望まれる。

人材等）②モノ（起業拠点、イベント等）③カネ

③ カネ：福岡市の場合、地銀系に加え、地元

（資金調達環境）④情報（情報発信）、これら 4 つ

の独立系ベンチャーキャピタル、地元の事業

の要素から比較した。

会社によるコーポレートベンチャーキャピタ

なお、比較にあたっては、調査の準備段階で

ルも一定数存在し、資金面での支援の厚みを

東北圏ベンチャー・スタートアップ企業の関係

増している。また、地元の大手企業がオープ

者を対象に実施したヒアリングで収集した情報

ンイノベーションをけん引し、ベンチャー・

などをもとに整理した。

スタートアップ企業への事業機会を提供して

① ヒト：福岡市の場合、首都圏人材の流入、

いる。
仙台市の場合は、
地元のベンチャーキャ

首都圏の支援機関・人材との連携も進み、ま

ピタルが少なく、首都圏への依存度が極めて

た、民間企業を中心とした地域の民間支援者

高い。また、地元企業とのオープンイノベー

の層が厚い。仙台市の場合、ベンチャー・ス

ションの実績が少ない。

タートアップ企業、支援者側の両方において
専門人材が圧倒的に不足している。

④ 情報：福岡市はスタートアップ推進都市の
ロールモデルの地位を確立している。仙台市

② モノ：福岡市には、起業家と支援者が集う
官民共働型のスタートアップ一大拠点
「Fukuoka Growth Next（fgn.）」が存在し、

は、
社会起業家の聖地のブランド力はあるが、
成長を志向するベンチャー・スタートアップ
企業のイメージ戦略が弱い。

伴走支援やマッチングなどを通じた継続的な
図表 3

仙台市と福岡市の比較「4 つの要素」
要素

仙台市
• 東日本大震災を契機として社会起業人材が集積してい
るが、成長志向のベンチャー・スタートアップ人材は
不足

①ヒト
（起業人材、支援人材等）

• 経営者人材の不足
• 専門人材（ベンチャー・スタートアップ企業、支援者
側の両方）の不足
• ロールモデルとなる相談相手の不足

②モノ

• 民間中心に小規模なコワーキングスペースが増加して
いるものの、起業家関係者のプラットフォームとなる
ような一大拠点がない

（起業拠点、イベント等）

• ビジネスコンテストがイベント化しており、開催後の
フォローが手薄く継続的な支援につながっていない

③カネ

• 地元のベンチャーキャピタルが少なく、首都圏への依
存度が極めて高い

（資金調達環境）

④情報
（情報発信）

×

• 地元企業とのオープンイノベーションの実績が少ない

• 仙台 = 社会起業家の聖地のブランド力はあるが、成
長を志向するベンチャー・スタートアップ企業のイ
メージ戦略が弱い

福岡市

○

•
•

首都圏人材の流入、首都圏の支援機関・人材との連携
も進んでいる
地域の民間支援者の層が厚い
例︓
① 福岡県ベンチャービジネス支援協議会（240社）
による大企業とベンチャー企業のマッチング
② 地元企業の経営者が起業家を支援する「福岡市
創業者応援団」により既存企業とスタートアッ
プ企業との連携強化
③ 福岡証券取引所によるIPO支援プロジェクト「九
州IPO挑戦隊」

◎

• 官民共働型のスタートアップ支援施設「Fukuoka
Growth Next（fgn.）」は、起業家と支援者が集い、
セミナー、コンテスト、伴走支援、地元・在京既存企
業とのマッチングなどがワンストップで可能な一大拠
点となっており、継続的な支援を実現している
(fgn.の2017～2020年実績）
入居企業360社、資金調達額111億円
• 身近に福岡証券取引所（東証より上場条件が緩い）が
あり、上場に対する心理的なハードルが低い

○

• 地銀系に加え、地元の独立系ベンチャーキャピタル、
地元の事業会社によるコーポレートベンチャーキャピ
タルも一定数存在し、資金面での支援も厚みを増して
いる
• 地元の大手企業がオープンイノベーションを牽引

○

• 市長のトップセールスやメディアを巻き込んだ情報発
信などにより、スタートアップ推進都市のロールモデ
ルの地位を確立

資料）事前ヒアリング調査、仙台市提供資料、九州経済調査協会「2020年度白書（ベンチャー企業の成長による地域活性化）」により東北活性研作成
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図表４
図表 4 ５つの要因仮説
5 つの要因仮説
仮説①︓経営⼈材、専⾨⼈材の絶対数が少なく、ロールモデルや⽀援ノウハウも不⾜している
• ステージを問わず最重要課題である⼈材について、起業家、⽀援者サイドの両者で、経営⼈材や専⾨⼈材の絶対
数が不⾜していること、また、イグジットまで実現するなど成功体験を持つ起業家と⽀援者は限定的であり、
ロールモデルや⽀援ノウハウの不⾜などが影響しているのではないか
仮説②︓地域の⺠間⽀援者の関与が⼩さい
• 東北圏では、ベンチャースタートアップ企業の育成は⾏政主導であり、経済界や地元企業の主体的な関与が⼩さ
いことが、マッチングの機会やオープンイノベーションの少なさ、地元の事業会社によるコーポレートベン
チャーキャピタルの創設が進まないことにつながり影響しているのではないか
仮説③︓官⺠連携による継続的な⽀援が不⾜している
• ビジネスコンテストへの参加企業の多くは、プレシードからアーリーに位置するが、官⺠連携によるマッチング
による事業機会拡⼤などのコンテスト後のフォローが少なく、継続的な⽀援につながっていない。このステージ
の⽀援が中途半端なことが影響しているのではないか
仮説④︓資⾦調達環境が充実していない
• プレシードからアーリーにおいて最重要課題である資⾦調達について、東北圏では、地元のベンチャーキャピタ
ルは数社のみであり、地元の事業会社によるコーポレートベンチャーキャピタルの創設は進まず、⾸都圏のベン
チャーキャピタルに頼らざるを得ない資⾦調達環境が影響しているのではないか
仮説⑤︓ベンチャー・スタートアップ企業の拠点としてのイメージが乏しい
• 東北圏には東⽇本⼤震災以降、社会起業家が⾸都圏からも集積し、ソーシャルイノベーションの聖地としてのブ
ランド⼒を確⽴したが、それゆえに逆に東北圏外から⾒て、成⻑を志向するベンチャー・スタートアップの拠点
としてのイメージが乏しいため、⾸都圏⼈材（起業家、⽀援者）の流⼊を阻み、また⾸都圏の起業家・⽀援者と
の連携の遅れなどにつながり影響しているのではないか

2-3

成長を阻んでいる5つの要因仮説（図表4）

仙台市と福岡市の比較から、東北圏のベン

以降の成長ステージに到達できない 5 つの要因
仮説を整理した。

チャー・スタートアップ企業の多くが、ミドル

今後は、福岡市以外の地方都市との比較分析

以降の成長ステージに到達できない原因を分析

などを通じて、東北圏のベンチャー・スタート

し、5 つの要因仮説に整理した。

アップ企業の現状を整理するとともに、仮説も

東北圏において、成長ステージまで到達でき

踏まえながら、東北圏内外のトップランナーの

るベンチャー・スタートアップ企業を増やして

ベンチャー・スタートアップ企業、ベンチャー

いくためには、①起業家、支援者の両者につい

キャピタル、また官民連携による支援の実施主

て人材面の強化、②地域の民間支援者による主

体など、多方面にヒアリングを実施し、東北圏

体的な関与、③官民連携による継続的な支援、

のベンチャー・スタートアップ企業が成長に向

④資金調達環境の整備、⑤ベンチャー・スター

け抱える課題を整理する。そして、課題を踏ま

トアップ企業の拠点としてのイメージ戦略、こ

え、東北圏のベンチャー・スタートアップ企業

れら 5 つの視点からのアプローチが求められる

の成長に資する施策を、プレーヤーであるベン

のではないか。

チャー・スタートアップ企業、支援者サイドの
ベンチャーキャピタルや大学、行政、また経済

3 今後の調査の方向性
本稿では、具体的な調査を進めるにあたって
の着眼点、また着眼点の 1 つである地域間比較
として、仙台市と福岡市を例に、東北圏のベン
チャー・スタートアップ企業の多くが、ミドル
38
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団体や東北圏内企業に向けて提言する。

参

考

成長ステージごとの東北圏ベンチャー・スタートアップ企業の一例

シード、アーリー
名称

所在地

主な事業内容

主な支援など

（株）Adansons

仙台市

新理論 AI（参照系 AI）を用いたリアルデー
タの解析、技術の研究開発、およびソリュー
ションの提供

（株）Co-LABO MAKER

仙台市

実験機器・設備および技術のシェアリングプ
東北大学発、
ラ ッ ト フ ォ ー ム「Co-LABO MAKER」の 企
J-Startup TOHOKU、TGA
画・開発・運営

（株）ElevationSpace

仙台市

小型宇宙利用・回収プラットフォーム事業、
東北大学発、TGA
宇宙輸送事業、宇宙建築事業

郡山市

さまざまな創作活動を行うクリエイターに対
J-Startup TOHOKU、
し、継続的な支援を行えるファンコミュニ
東北・イスラエル
ティ「Mechu（ミーチュー）
」
の運営

新潟市

健康医療データ分析 EBPM 支援、オンライ
ン健康教育事業、健康経営推進支援事業

ボールウェーブ（株）

仙台市

センサー開発・製造・販売事業、センサーに
東北大学発、J-Startup、
関する研究・開発・コンサルティングの受託
東北・イスラエル
事業

フラー（株）

新潟市

ミーチュー（株）
（株）アイセック

東北大学発、
J-Startup TOHOKU、TGA、
東北・イスラエル

新潟大学発、
J-Startup NIIGATA

ミドル

デジタルパートナー事業、スマホアプリの実
筑波大学発、
利用データを提供するアプリ分析サービス
J-Startup NIIGATA
「App Ape（アップ・エイプ）
」
の開発、提供

レイター
盛岡市

pH・Hb 簡易測定キット、新型コロナウイル
ス検出キット・抗体測定キット、
検体検査サー
ビス事業

（株）雨風太陽

花巻市

全国の農家や漁師などの生産者と消費者を直
接繋ぐ CtoC プラットフォーム「ポケットマ
ルシェ」
の企画・運営・開発

Spiber（株）

鶴岡市

新世代バイオ素材開発

慶応大学鶴岡タウンキャンパス
発、J-Startup

鶴岡市

先端研究開発支援事業、
ヘルスケア・ソリュー
ション事業

慶応大学鶴岡タウンキャンパス
発

東京都

医薬品等・医療機器・AI ソリューション等の
東北大学発
開発・販売等

セルスペクト（株）

東北・イスラエル

―

イグジット（IPO）
ヒューマン・メタボローム・テ
クノロジーズ（株）
（株）レナサイエンス

資料）
（株）INITIAL が資金調達に応じ成長ステージを定義する「INITIAL シリーズ」
など公表情報をもとに東北活性研作成

［凡 例］
・
「TGA（Tohoku Growth Accelerator）」
：仙台市のスタートアップの成長を支援する伴走型プログラム
・
「J-Startup」
：
経済産業省が、世界で戦い、勝てるスタートアップ企業を生み出し、革新的な技術やビジネスモデルで世界に新
しい価値を提供することを目的に実施するスタートアップの育成支援プログラム
・
「J-Startup TOHOKU」
、「J-Startup NIIGATA」
：J-Startup プログラムの地域版
・
「東北・イスラエル（東北・イスラエルスタートアップ グローバルチャレンジ プログラム）」
：
駐日イスラエル大使館・JETRO が主催。イスラエルの専門家・起業家がレクチャー・メンタリングを実施する
ことで、東北スタートアップのレベルアップを図る
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会 員 企 業 だ よ り

橋本イズムの継承
株式会社橋本店


代表取締役社長

佐々木

宏明

仙台定禅寺通りに「橋本組」を設立し、今年 4 月

ご挨拶

で創業 144 年を迎えました。企業理念の一つ

株式会社橋本店の佐々木でございます。日頃

に社会貢献を掲げておりますが、これは創業当

より弊社事業に格別のご理解とご支援を賜り厚

時から受け継がれている精神です。1913 年に

く御礼申し上げます。

橋本忠次郎は岐阜駅移転改装工事を請け負いま

この度は、東北活性化研究センター様の誌面

した。当初は財政難で資金が集まらず駅を建て

への寄稿機会をいただき誠にありがとうござい

ることができずにいました。そこで橋本忠次郎

ます。弊社の事業内容や取り組みについて紹介

が、仙台で建設資金集めに奔走し、その資金に

させていただきます。

よって駅舎を完成させることができました。そ

弊社は仙台市青葉区定禅寺通りに本社を構え

れが町の方々にも評価され、現在もその町は

る総合建設業です。宮城県内を中心に、東北各

「橋本町」
という名

地で構造物や建物の建設に携わってまいりまし

前で残っています

た。主な実績は、気仙沼大島大橋（JFE・橋本店・

（岐阜県岐阜市橋

東日本コンクリート JV）、せんだいメディア

本町）
。忠次郎に

テーク（熊谷組・竹中工務店・安藤建設・橋本店

は、人の為に尽く

JV）、東京の駐日韓国大使館です。

せば必ずまわりま
わって自分のとこ

仏間

ろに返ってくる、
と い う「 報 徳 」の
精神がありまし
た。仙台駅東口に
ある日蓮宗本山孝
気仙沼大島大橋
施工：JFE・橋本店・東日本コンクリート JV

洋館

勝寺に移築した旧
橋本邸の仏間も
「報徳堂」
という名
前で残されていま

弊社の歴史と社会貢献活動
弊社は、明治 11 年に創業者
40
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あ た る 4 月 20 日

母屋等

には毎年、孝勝寺にて物故歴代社長及び、その

段階においても 3 次元モデルに連携・発展さ

昔難工事など社業遂行に寄与しながら亡くなら

せ、併せて事業全体にわたる関係者間で情報を

れた方々に対する追悼法要を行い、全役職員で

共有することにより、一連の建設生産システム

改めて無事故・無災害に最大限の努力を行うこ

の 効 率 化・高 度 化 を 図 る こ と を 目 的 と し た

とをお誓いしています。なお、その他の旧橋本

「BIM ／ CIM」においては、これまでの「4D：

邸建造物は、洋館を利府町の「県民の森」へ、母

時間軸」から、さらにコスト軸を加えた「5D：

屋と離れ座敷及び灯篭、銘木は仙台市太白区の

原価管理」
の全現場での活用を進めております。

「野草園」
へ寄贈しております。
また、平成 28 年から「橋本店 SAKURA プロ
ジェクト」を行っております。これは、140 周
年記念プロジェクトとして、これまでお世話に
なった工事関係各所の創生を願い、さらに震災
で被災した地域に、癒しの空間を提供すること
で地域に恩返しをして参りたいと考え、弊社が
施工した公共建築物ならびに公共土木工事をは
じめ、地域全体に、桜の木を寄贈し、植樹して
おります。6 月末時点で、1002 本の植樹を行
いました。その他、櫻岡大神宮への大鳥居寄贈、

BIM/CIM 使用例

また、建設業は社会資本の整備を担う重要な

本社と同じ立町の紫稲荷大明神の建て替えなど

産業であるとともに、優良な環境の創出・保全

を行ってまいりました。

を行うことができる産業です。
そこで弊社でも、
2020 年に「SDGs 宣言」を発表し、持続可能な
社 会 の 現 実 に 向 け て 取 り 組 ん で お り ま す。
2021 年には、地球環境の保全、気候変動・脱炭
素化への取り組みを加速させるための「環境活
動計画 2021」を策定し、設計業務、工事、管理
業務の合計 15 項目において 2030 年までに達
成すべき目標値を定め、具体的な取り組みを進

平成 28 年 11 月 3 日、気仙沼大島大橋架橋やトンネル
工事などでお世話になった気仙沼市大島にて桜の植樹
会を開催し、プロジェクトをスタートさせました

めております。
地域の建設業は、インフラの整備、維持管理
等を支えるとともに、災害時には最前線で安全

これからの建設業
建設業では、2024 年 4 月から時間外労働の
上限規制が適用されます。弊社でも、生産性向

安心の確保を担う「地域の安心安全の守り手」
という大切な役割があります。今後も、ものづ
くりやまちづくりを通して地域に寄り添う会社
であり続けたいと思います。

上に向けてデジタル技術の活用を積極的に進め
ております。計画、調査、設計段階から 3 次元
モデルを導入し、その後の施工、維持管理の各
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令和 4 年度 第 1 回理事会 開催
令和4年5月17日
（火）、
理事9名（定員13名）
・

度決算」
、
「評議員候補者推薦」および「任期満

監事 2 名が出席し、令和 4 年度第 1 回理事会を

了に伴う理事候補者推薦」などが審議され、す

仙台市内で開催しました。

べての議案が承認されました。

当日は、「令和 3 年度事業報告」、「令和 3 年

令和 4 年度 定時評議員会 開催
令和4年6月3日
（金）、
評議員8名
（定員11名）
・

当日は、
「令和 3 年度決算」
、
「評議員 2 名選任」

理事 3 名（会長・専務理事・常務理事）
・監事 2

および「任期満了に伴う理事 12 名選任」などが

名が出席し、令和 4 年度定時評議員会を仙台市

審議され、すべての議案が承認されました。

内で開催しました。

令和 4 年度 第 2 回理事会 開催
令和 4 年 6 月 3 日（金）
、評議員会で選任され

同意する旨の意思表示を得たことから、定款第

た新たな理事の中から会長以下の役職を選定す

37 条に定める決議の省略に基づき、以下の役

る提案事項に対し、理事の全員から文書により

職が決まりました。
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評議員・役員

（令和 4 年 6 月 7 日現在職位）



（敬称略、五十音順）
10 名

［評議員］

上原 慎太郎

日本製鉄株式会社 東北支店長

梅内

淳

仙台市 まちづくり政策局長

小野

誠彦

東北電力株式会社 執行役員ソーシャルコミュニケーション部門長

菊野

麻子

K アプローチ 代表

木田

淳

		

株式会社クレハ 執行役員 生産・技術本部長 いわき事業所長
カーボンニュートラルプロジェクト副統括マネージャー

京野

忠晴

東北エネルギーサービス株式会社 取締役会長

今野

彩子

株式会社ユーメディア 取締役経営企画本部担当

清野

芳彰

東洋刃物株式会社 代表取締役社長

長谷川 史彦
		

国立大学法人東北大学 未来科学技術共同研究センター
特別顧問

浜

知美

アリティーヴィー株式会社 取締役副社長

増子

次郎

東北電力株式会社 取締役会長

鎌田

宏

※専務理事（代表理事） 青野

浩文

公益財団法人東北活性化研究センター

※常務理事（業務執行理事） 瀬戸

勇

公益財団法人東北活性化研究センター

［役 員］
理 事
会

12 名
長（代表理事）

副 会 長

東北六県商工会議所連合会 会長

理

事

一力

雅彦

株式会社河北新報社 社主・代表取締役社長

理

事

稲垣

智則

東日本興業株式会社 相談役

理

事

小沢

喜仁

国立大学法人福島大学 共生システム理工学類 客員教授

理

事

後藤

浩司

株式会社日立製作所 東北支社長

理

事

齋藤

幹治

一般社団法人東北経済連合会 専務理事

理

事

勝治

博

理

事

高田

佳幸

株式会社日本政策投資銀行 東北支店長

理

事

吉川

保志

株式会社東芝 東北支社長

内田

明生

丸紅株式会社 東北支社長

福田

稔

鹿島建設株式会社 常務執行役員東北支店長

（※：常勤）
監 事

2名
福田稔公認会計士事務所 所長
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（今後の主な予定）
令和 4 年 8 月 24 日（水） 令和 4 年度 第 3 回理事会
令和 4 年 8 月 29 日（月） 東北・新潟女性応援ネットワーク勉強会（第 2 回）
令和 4 年 11 月 2 日（水） 令和 4 年度 参与会
令和 4 年 11 月 11 日（金） 東北・新潟女性応援ネットワーク勉強会（第 3 回）
令和 4 年 12 月 2 日（金） 令和 4 年度 第 4 回理事会
令和 5 年 1 月 23 日（月） 東北・新潟女性応援ネットワーク勉強会（第 4 回）
令和 5 年 3 月 2 日（木） 令和 4 年度 第 5 回理事会
※当センターのホームページでも情報は随時更新しております。
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詳しくは裏面をご覧ください。
公益財団法人 東北活性化研究センター

