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担当課室：クリエイティブ産業ユニット

project CAN(Creative Area Network)　　　　 
～関西のクリエイティブ産業振興施策について
    （デザインやライブ・エンターテインメントを中心に）～

　　　クリエイティブ産業とは

　「クリエイティブ産業」 とは、 明確な定義があるわけではなく、 「人の創造的活動」
により生み出される価値を基本とする産業です。 ただ、 それだけでは多くの産業が
対象となりますので、 当局は現時点では主として、 コンテンツ産業、 エンターテイ
ンメント産業、 デザイン業等及びそれら産業に関連する産業群に分類し、 それらを
重点的な産業としてターゲットにしています。
　加えて、 クールＪＡＰＡＮの源泉となる地域のクリエイティブな活動や、 これまでに
ないハイサービス等についても、 様々な施策を展開しています。

　　　関西におけるクリエイティブ産業の規模

　上記の通り、 本来、 クリエイティブ
産業には多くの産業が含まれますが、
ここでは、 統計上算出が容易な親和
性の高い産業に絞って、 関西におけ
る規模を試算してみると、 関西のクリ
エイティブ産業は狭義に少なく見積
もっても４兆円を超える規模になりま
す。 （平成２２年度特定サービス産業
実態調査等を元に推計）

　　　「プロジェクトＣＡＮ（キャン）」

　「プロジェクトＣＡＮ」 は近畿経済産業局のクリエ
イティブ産業振興の愛称で、 人と人の絆を重視し、
関西の産業活性化の切り札として、 人の創造的活
動により生み出される価値産業 （クリエイティブ産
業） の 「可能性」 を追求するプロジェクトです。
「ＣＡＮ＝Creative Area Network」
　本稿では、このうち 「デザイン産業」 と 「エンター
テインメント産業」 を中心に、 当局の施策等をご
説明いたします。

 ソフトウェア業    １．３８兆円
 

情報処理・提供サービス業   ０．３９兆円 

インターネット付随サービス   ０．０８兆円 

映像・音声情報制作・配給業等                   ０．１８兆円 

新聞業         ０．３６兆円 

出版業         ０．１９兆円 

デザイン業     ０．０７兆円 

機械設計業     ０．０９兆円 

広告業         １．２３兆円 

興行場・興行団    ０．１１兆円 

合計 約４．１兆円 

１．はじめに
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　　　イノベーションを生む 「デザインのチカラ」 と 「デザイン経営」

　ものづくりによって生み出される商品の 「革新性」 は、例えば 「新たな技術」 によっ

てもたらされることもあるでしょう。 しかし、 「心地よいデザインや使い勝手」 といった

利用者サイドからの要求要素は、 時には技術以上にイノベーションをもたらします。

　ただし、 利用者が心地よいデザインは、 作り手や技術者にとって作りやすいとは

限りません。 デザイナーと技術者が相互に連携し試行錯誤を重ねることで、 これま

でになかった独自手法を開発し、 従来は困難だった性能を実現することも重要であ

ると思われます。

　一般に、 このような 「デザインによるイノベーション創出」 のポイントは次の通りで

あると言われています。

　　　１． 企画段階から販路や市場を意識してデザインする商品開発

　　　２． 機能 ・技術とデザインの自然な調和

　　　３． 消費者発想からの高付加価値なものづくり

　これは、 いわゆる 「デザイン経営」 などと言われるデザイン ・ オリエンテッドな考

え方で、 今後、 我が国のものづくりが志向すべき方向の一つであると思われます。

　　　ものづくりの意識改革を目指す 「デザイン知財戦略セミナー」

　このような観点から、当局では、ものづくりを始めとする幅広い業種の方を対象に、

知財やデザインによりブランド力を高め、 価格競争に陥らない売れる自社商品の開

発を啓発する 「日本のものづくりは魅力ある商品を生み出すチカラを秘めている！

ものづくり企業のためのデザイン知財戦略セミナー」 を下記の通り開催いたします。

　このセミナーでは、企画から販売までを一貫してデザインする第一線のデザイナー

と、 デザインを有効に活用したユニークなものづくり企業の双方の視点から、 「デ

ザインのチカラ」 をいかにものづくり企業に取り入れるのか、 いかにデザインが役

立つかについて、 ご講演いただきます。

２．デザイン産業の振興について

日本のものづくりは魅力ある商品を生み出すチカラを秘めている！ 

ものづくり企業のためのデザイン知財戦略セミナー 
日時：平成 24 年 9 月 12 日（水）15:00～17:00 

場所：大阪合同庁舎 1 号館大会議室（最寄り：京阪・地下鉄 天満橋駅） 

対象：ものづくり企業、サービス産業をはじめ、幅広い業種の皆様 

講師：（有）セメントプロデュースデザイン 代表取締役 金谷勉氏 

   （株）久宝金属製作所 代表取締役 川端光代氏 

詳細・申込：http://www.design-dojo.go.jp  
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　　　ものづくりとデザインの融合でデザイン経営を学ぶ 「デザイン道場 2012」

　また、 新進気鋭のデザイナーと、 デザイン経営に活路を求めるものづくり企業が、

同じテーブルで共に知財 ・ デザインを活用したものづくりを学び、 実践する 「デザ

イン道場 2012」 を下記の通り開催いたします。

　この 「デザイン道場 2012」 では、 デ

ザイン ・ 知財についての知識と、 より実

践的なデザインマネジメントを学べる演習

に取り組みます。 特に演習における、

若手デザイナー（プロダクト、グラフィック、

空間デザイン等） とものづくり企業のグ

ループワークが特徴です。 プロデュー

サーや弁理士等の指導の下、 デザイン

を活用したものづくりから、 販売流通 ・

知財戦略までのトータルなプランニングを

行います。 グループのメンバーで、 もの

づくり企業の現場を訪問してディスカッ

ションを進めるなど、 単なる座学に止まら

ない、一段と踏み込んだ演習になります。

参加されるデザイナー ・ 企業の両者が、

協働する経験から、 デザインを活用した

ものづくりを実体験いただきます。

　　　デザイン経営の実践の場 「Ｙデザイナー企画発表展」

　　　　　　　　　　　　　　　　　［Re : novel］ - 若手デザイナー達のモノ語り

　「Ｙデザイナー企画発表展」 はこれまでのデザイ

ン道場修了生の有志が主体となり企画し、 道場で

身につけたデザインの知識やものづくり企業とのコ

ラボレーションノウハウ等を生かして制作した製品

等を展示するプロジェクトです。

　本プロジェクトは、 後述の世界的なデザイン見本

市 「LIVING & DESIGN」 シティ会場の特別企画

に位置づけられています。

E ! KANSAI   2012 年 9 月号

 デザイン道場 2012 概要 

日時：平成 24 年 10 月 13 日(土) , 20 日(土) , 11 月 17 日(土) ,12 月 1 日（土） 

場所：デザイン・クリエイティブセンター神戸（最寄り：三宮駅） 

対象：若手デザイナー、ものづくり企業等の皆様 

詳細・申込：http://www.design-dojo.go.jp (9 月上旬更新予定) 

展示会場のイメージ

企業とデザイナーとのグループワークのステップ

これまでの道場の風景
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　参加デザイナー達は、プロダクト、グラフィック、建築、

アート系をはじめ、 多様性に富んだメンバーが揃って

おり、 この場所で何をするのか、 どう人を呼び込むの

か、 スケジュール・予算はどうするのかなど、 企画内

容は、 全て参加メンバーが主体となり、 経験や得意

分野を生かし事業を企画・デザインしています。

　なお、 デザイン道場修了生の製品以外に、 ゲス

トデザイナー等の製品展示や、 ゲストデザイナーの

トークショー、 各クリエイターのプレゼンテーションタ

イムなどの各種イベントも開催予定です。

若手デザイナー達の検討の様子
～ 133 ㎡の空間をどうデザインするのか～

 

日程：平成 24 年 10 月 24 日（水）～28 日（日） 

場所：ACDC ビル地下１Ｆギャラリー（地下鉄本町駅より徒歩 3 分） 

［Re : novel］-若手デザイナー達のモノ語り 

これまで当たり前だと思っていた暮らしの[視点]を、次の時代への暮らし方の[始点]へと繋ぐため

に・・・ 

デザイン道場という場で学んだ私達が選んだテーマは[Re:novel]。 

日本人が培ってきた感性を 20 代、30 代の私達のフィルターを通し、使い手となる方々に語りかけ

感動、共感、共鳴を得る「モノ語り」を紡ぎだしていきます。 

最新情報は WEB から：http://www.renovel.org/ 

 

 プロジェクトリーダーの松本希子さん
（株式会社ルセット代表取締役）のコメント

 

 

「デザイン道場」という場で繋がった多様なジャンルで活躍する 

新進クリエイター達による企画展示会を開催します。今回は単な 

る製品展示にとどまらず〔Re:novel〕-若手デザイナー達のモノ 

語りーというタイトルのように、モノと人との間にあるストーリ 

ーを紡ぐことによって、新たな「モノ語り」を伝える場にしたい 

と考えています。 

　　　（参考） LIVING＆DESIGN２０１２

　「LIVING＆DESIGN」 は、 これからの住空間を提案する国際見本市です。 メイン

会場で開催される BtoB の展示に加え、 ショールームが集まる大阪の市街地が丸

ごと会場 （シティ会場） となる世界屈指のイベントです。

 「LIVING＆DESIGN 2012」  
【テーマ】「住まいと暮らしのリノベーション」 

【本会場】平成 24 年 10月 24 日（水）～26日（金） 

場所：大阪国際会議場 グランキューブ大阪（最寄り：京阪中之島駅） 

【シティ会場】平成 24年 10 月 20日（土）～28日（日） 

場所：大阪市内のショールーム・インテリアショップ等 

最新情報は WEB から：http://www.living-and-design.com/   

Ｙデザイナー企画発表展 [Re : novel] - 若手デザイナー達のモノ語り概要
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　　　エンターテインメント産業の意義

　映画、 音楽、 演劇等に代表される 「エンターテインメント」 は、 今や単なる娯楽

の枠を超え、 生活の一部分として重要な地位を占めています。 特に近代に入って

からはメディアと一体となり、 世界中の人々に 「エンターテインメント」 を流通させる

ことが可能になったことで巨大産業となり、 雇用創出にも大きく寄与してきました。

　　　ライブ ・ エンターテインメントへの回帰

　CD や DVD などの記録物による映像、 音声はあくまで複製品であり、 「実演 （ラ

イブ）」 における 「空気や魂」 といった臨場感を感じるにはやや物足りません。

　これらの物足りなさを補うため、余暇時間を豊富に有するシニア世代を中心として、

地域におけるライブ・エンターテインメントを楽しもうとする動きが見られます。 また、

グローバル化の進展により、 異文化に興味を持つ外国人旅行者が急激に増えつ

つあります。

　　　関西におけるライブ ・ エンターテインメント

　関西は、 ユネスコの無形文化遺産に指定されている能楽、 文楽、 歌舞伎の発

祥の地であり、 ２０１４年に創立１００周年を迎える宝塚歌劇をはじめ、 上方芸能、

笑いの文化、 大衆演劇、 地域に根付いた伝統的な祭りなど、 豊富なエンターテイ

ンメント資源を有しています。

　また、 関西におけるライブ ・ エンターテインメントに関連する音楽分野、 ステージ

分野の市場規模は約６４６億円 （対全国比 20.4％） と推計され、 東京の約１４１０

億円 （同 44.4％） に次ぐ大きな市場です。 さらに、 当該市場を支える音楽家、

舞台芸術家が約３万人 （同 15.0％） 従事しており、 大きな集積となっています。

　　　国際観光を志向した新たなライブ ・ エンタメ産業創出

　例えば、韓国では 「ＮＡＮＴＡ」 や 「ＪＵＭＰ」 などの外国人でも楽しめる非言語 （ノ

ンバーバル） のエンターテインメントが観光の大きな収入源となっているように、 世

界中で海外観光客をターゲットにしたエンターテインメントが生まれています。

　今後、 関西経済の活性化には外国人の 「観光集客」 が不可欠であることから、

特に、 急激に増加する東アジアからの観光客の滞在型観光消費を捕らえるため、

「家族で夜に楽しめる非言語エンターテインメントコンテンツ」 が関西でも新たに生

まれて欲しいところです。

E ! KANSAI   2012 年 9 月号

３．エンターテインメント産業の振興について
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　　　新たなエンタメ創出のプラットフォーム「関西クリエイティブ・ファクトリー（ＫＣＦ）」

　当局では、 新たなライブ ・ エンターテインメントコンテンツの創出やビジネス化を

支援するためのプラットフォーム構築を目指す 「関西クリエイティブ ・ ファクトリー

（ＫＣＦ） 事業」 を支援しています。ＫＣＦ事業は、 ポップカルチャー等の 「ライブ ・

エンターテインメント」 を中心テーマに、 地域を代表する関係企業 ・人材やプロ

デューサー等が団結し、 そ

れらのビジネス化を支援する

ためのサポートネットワークで

す。 地域の魅力あるコンテ

ンツを事業化する際の初動

期における各種サポート（例：

人脈、 プロモーション、 トラ

イアウト公演等の実施場所

等） をネットワーク内で提供

し、 ロングラン公演や継続的

に集客可能なプロジェクトへ

の成長を促します。

　　　（参考）ＫＣＦ事業が支援するライブ ・ エンターテインメント

 

 

１号サポート案件「ギア」 
 

 

「ギア」はブレイクダンス、パントマイム、

マジック等を盛り込んだ世界屈指のパフォー

マーによるストーリーのあるショーです。言

語に依らないことから、外国人や子供でも楽

しむことができます。 

平成２４年４月から京都市の中心地にある

劇場「アートコンプレックス１９２８」にて

ロングラン公演を開始しており、９月からジ

ャグリングを加えた新しいパフォーマンスと

してリニューアルされています。 

ＵＲＬ：http://www.gear.ac/ 
 

 

 

 

２号サポート案件「フェイキスト 

（WRECKING CREW ORCHESTRA）」 
 
 

 

 ＵＲＬ：http://wizarts.jp/fakest/

 
 

 

海外は
entertainmantで
集客する魅力的
都市多い

地域力を結集した
プロデュースサポート

　「フェイキスト」はWRECKING CREW ORCHESTRA

（レッキングクルーオーケストラ）と豪華ダンサー、

ミュージシャンが創り出すストリートダンス・

エンターテインメントです。動画サイトで半年

間に1000万ビューを記録するなど、世界から注

目されているELワイヤーコスチュームによるパ

フォーマンスを始め、ダンス・テクノロジー・

音楽を融合させた演出で観客を魅了します。

　９月１５日、１６日にシアターBRAVA!（大

阪市内）で公演されます。

http://wizarts.jp/fakest/
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　　　クリエイティブビジネスの出会いの場による化学反応

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「関西クリエイティブリンク （ＫＣＬ）」

　関西には、 まだまだ埋もれたエンターテインメントコンテンツや再認識するべき文

化産業が潜んでいると思われます。「KANSAI  CREATIVE  LINK（ＫＣＬ）事業」は、

前述のＫＣＦ事業等を補完する機能として、 未発掘の優良なエンターテインメントコ

ンテンツを様々なネットワークを活用して発掘 ・ 見える化し、 バイヤーやサポーター

等の関係企業とのマッチングを図る事業です （平成２４年度補助事業）。

　また、 本事業ではエンターテインメントコンテンツだけではなく、 優秀なデジタル

コンテンツに関してもバイヤーとクリエーターを結びつけるリアルなマッチング機会を

提供し、 関西のコンテンツ産業の需要開拓を図っていきます。

E ! KANSAI   2012 年 9 月号

地域の優秀なクリエイティブビジネス等地域の優秀なクリエイティブビジネス等Step1 クリエイティブ 地域の優秀なクリエイティブビジネス等地域の優秀なクリエイティブビジネス等
（ネットワーク）（ネットワーク）

Step1

コンテンツ発掘

クリ イティブ
ビジネスの収集

バイヤー等 サポーター等

映像 コンテンツ系 ライブコンテンツ系
Step2

マッチングイメージマッチングイメージ
クリエイティブ

ビジネスマッチング
映像・コンテンツ系 ライブコンテンツ系

イメージ：取引促進 イメージ：評価支援検討

フォローアップStep3 フォローアップ
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（コンテンツ産業振興の詳細につきましてはＥ！ＫＡＮＳＡＩ ２０１２年７月号をご覧ください）

　　　コンテンツ産業と関西のポテンシャルを活かす 「産業用コンテンツ」

　「コンテンツ」 の概念は幅広く、 例えばマンガ、 アニメ等は 「クールジャパン」 と

して海外からも高く評価されており、 海外展開による成長や、 同産業を通じた地域

産業の活性化なども期待されております。

　関西は、 例えば東大阪等に代表される製造業や地場産業の多彩な集積があり、

また歴史文化遺産を中心に観光資源も豊富であることから、 これらの産業をサポー

トするコンテンツ産業 （＝産業用コンテンツ） は比較的有利な環境にあります。

　　　「創造拠点ＫＡＮＳＡＩの形成」 ～関西のコンテンツ産業活性化戦略～

　このような状況の下、 当局では、 昨年来、 関西の各分野の様々な有識者の方々

による 「関西のクリエイティブ産業を考える会 （座長＝鷲田清一大谷大学教授）」

を組織し、 本年４月に 「創造拠点ＫＡＮＳＡＩの形成　～関西のコンテンツ産業活性

化戦略～」 を取りまとめました。 本報告では、 関西が連携し推進すべき、 様々な

コンテンツ産業振興施策を提言しております。

　　　コンテンツ産業の連携による 「新需要 ・ 新ビジネス創出」

　当局では、 産業用コンテンツ等を中心とするデジタルコンテンツ等の分野を対象

に、 「新需要や新ビジネス創出」 を志向した新たなプロジェクトを推進します （平

成２４年補助事業）。

　本プロジェクトの狙いは、 関西のコンテンツ企業が団結し、 １） 新しいビジネスの

創出と、 ２） 新たな需要開拓に挑戦することです。

　具体的には、 関西全域さらには

それを超えるコンテンツ業界団体や

関係企業 ・ 団体による連携体制を

構築し、 当該連携を基にした、 新

ビジネス創出のための研究会等の

実施、 コンテンツやクリエイター自

身を紹介するガイドブック等のコンテ

ンツ業界市場開拓ツールの作成、

地域の中小企業等を対象としたコン

テンツ活用セミナーや相談会等によ

るコンテンツビジネスの需要開拓等

の事業を実施します。 

４．コンテンツ産業の振興について

http://www.kansai.meti.go.jp/E_Kansai/pdf/E_KANSAI201207.pdf


「Ｅ！ＫＡＮＳＡＩ」では、管内の特色ある企業や地域の活動を紹介するコーナーを
設けました。今回は鹿島化学金属株式会社、株式会社リソウズ、奈良県上北山村を
ご紹介します。

<企業・地域の取組紹介のコーナー>

担当課室：ものづくり産業支援室

高機能ベアリングをプラスチックで作る！
～鹿島化学金属（株）のサポイン事業活用法～

　ものづくり産業支援室では、 「戦略的基盤技術高度化支援事業 （通称 ：サポイン

事業）」 を通じて、 ものづくり中小企業が持つ技術の向上につながる研究開発の支

援を行っています。 今回は、 このサポイン事業の成果を活用して事業を拡大して

いる企業の中から、 「プラスチックベアリング」 の製造販売を行う鹿島化学金属株式

会社を紹介します。

■プラスチックベアリングとは？
　同社は昭和２８年の創業後すぐに、 当時はまだ珍しかったプラスチック製品を事

業に取り入れ、 製造 ・販売を行ってきました。 ２代目の現社長が事業を引き継い

でから、 プラスチック製品の中でも特にプラスチックベアリングの製造に力を入れる

ようになりました。

　そもそもベアリングとは何でしょうか？

　ベアリングは軸受とも言い、 軸を正確かつ滑らかに回転させるために使用される

部品です。 普段はあまり目にしないものですが、 あらゆる機械の回転や移動の部

分に用いられており、 ベアリングを使わない機械は存在しません。

　プラスチック製のベアリングには、 金属製のものにはない様々な特徴 （錆びない ・

薬品に耐性あり・非磁性体・

絶縁性が高い ・軽いなど）

があり、 これらの特徴を活

かして、 例えば、 水や薬

品に触れる洗浄装置やメッ

キ処理装置など、 様々な

分野に使用されています。

　同社はプラスチックを切削

加工することでベアリングを

製造しているので、 多種類

の材質で様々な形状のベア

リングを最少１個から製造で

きることが強みです。

10 E ! KANSAI   2012 年 9 月号

様々なプラスチックベアリング



■サポイン事業を活用し、プラスチックベアリングの高機能化に成功
　同社はプラスチックベアリングについて様々な試験を行うため、 九州大学と共同

研究を行い、 平成２１年度に、 プラスチックベアリングの高精度化 ・低発塵化を目

指した研究がサポイン事業に採択されました。 サポイン事業を終了する平成２３年

度末までに多くの試験を行った結果、 より精度が高く、 発塵の少ないプラスチック

ベアリングの開発に成功しました。

　半導体や電子部品の製造装置に用いら

れるベアリングには、 洗浄部分などに水や

薬品への耐性が求められると同時に、 高

精度の要求も強く、 クリーンルーム内で用

いられるため低発塵も求められます。 サポ

イン事業の成果を用いた同社のベアリング

は、 特にこのような機械装置への使用にそ

の特性を発揮します。

■プラスチックベアリングを普及させるために
　サポイン事業を経て、 現在も高機能プラスチックベアリングの研究開発を続けてい

る同社ですが、 「製品の宣伝が課題」 となっています。 企業 ・製品の知名度を上

げるため、これまで 「機械要素技術展」 などの展示会に積極的に出展してきました。

　当局では、 今年、 １０月３日～５日にインテックス大阪で開催される 「第１５回関

西機械要素技術展」 に、 サポイン事業により開発した製品 ・技術を集めた共同出

展ブースを設けており、 同社も共同出展に参加する予定です。

　半導体や電子機器、 食品分野などへの

普及は進んでいますが、 まだまだプラスチッ

クベアリングの普及の余地は大きいとのこと

です。 製品普及のためには、 プラスチック

ベアリングを使用するメリット、 さらには同社

の作るプラスチックベアリングの性能の高さ

を広く知ってもらうことが必要となります。

　サポイン事業を終了した今後も、 研究開

発、 製品普及の両面において、 鹿島化学

金属の挑戦が続いていくことでしょう。

企  業  名：鹿島化学金属株式会社
U   R   L：http://www.kashima-kagaku.com/
所 在 地：大阪府大阪市西淀川区姫里２－９－２１
電話番号：０６－６４７２－０５５６

試験の様子

鹿島祐二社長
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担当課室：産業技術課

　皆さんも一度は見たことがあるのではないでしょうか。

梅田地下街に設置されているこのパネル。 停電等万が

一の災害時に皆さんを安全な場所まで誘導するため、

主に地下街等の施設に設置されている避難誘導標識

のひとつです。 現在、 消防法では大規模 ・高層の防

火対象物 （大型商業施設、 高層ビル等） については

一定の基準を満たした避難誘導灯の設置を義務付けて

おり、 災害への危機管理意識が高まる昨今、 より安全

かつ的確な避難誘導を促すための様々な試みが始まっ

ています。

　今回は、 この避難誘導システムの開発・提案等を事業

として行っている株式会社リソウズの取組をご紹介します。

■“しるべにすとTM”開発の経緯
　大阪市浪速区にある株式会社リソウズは、 平成２０年

５月に設立、 “ 環境 ”、 “ 防災 ”、 “ 防犯 ” の３つを

事業テーマとして、 様々な業務を展開しています。 同

社が提案する避難誘導システム “ しるべにすと TM” に

ついて、 取締役事業部長の永留君明氏に詳しいお話

を伺いました。

　「“ しるべにすと TM” は通常の広告媒体ではなく、

企業が協賛することによってＣＳＲ（企業の社会的責任）活動やＢＣＰ（事業継続計画）

にもつながる新しいコンセプトの媒体です。照明光を蓄える蓄光機能を備えることで、

停電時でも消防法の基準を充分クリアする視認効果があります。 また、 企業ＣＳＲ

活動の一環として企業協賛枠を提供することで、 パネル導入予算の問題を解消する

ことが可能です。 協賛企業や施設管理者らが一体となって社会インフラを作り上げ、

地域の減災に貢献していく事業です。」

■新しいステージへ　～デジタルサイネージ化された第二世代～
　平成２２年度には、 当省の新規産業創造技術開発費補助金 （中小企業等の研究

開発力向上及び実用化推進のための支援事業） を活用して、 避難誘導デジタル

サイネージ （屋外に設置された液晶ディスプレイなどの映像表示装置） システムの

研究開発を進めてきました。 従来の第一世代、 第一 ・五世代型の基盤パネルに

災害に強い施設創り・街創り
～デジタルサイネージシステム “しるべにすと TM” の開発～

取締役事業部長　永留君明 氏

<企業・地域の取組紹介のコーナー>
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電子ディスプレイとセンサ等を搭載して、 緊急時は火災報知器信号等のリアルな現

場情報に基づき避難誘導経路を画面上に表示するとともに、 平常時には企業広告を

表示させて避難誘導デジタルサイネージシステム設備の協賛広告収入によるコストフ

リー運営を可能とする端末を開発しました。

　事業期間中には梅田地下街において、 デジタルサイネージによる避難誘導効果

に係る実証実験なども行い、 与えられた誘導情報に対して実際に人がどう動くのか

といった検証も行われました。

　「この実験は、 深夜の梅田地下街をお借りして、 世代別の男性３０人が被験者とし

て参加する大規模な実験となりましたが、 施設管理者と大阪市消防局の理解と協力

のおかげで実現しました。」 と、 永留氏。 この実験の結果、 標識よりも画面に表示

された誘導標示 （動画） の方が避難行動への瞬時の判断に影響を及す、 などデジ

タルサイネージ画面による避難誘導効果を検証することができたとのことでした。

■今後の展望
　最後に、 同社の本事業における今後の展望についてお聞きしました。

　「第一 ・五世代型 “ しるべにすと TM” については、 関西の鉄道事業者の駅舎に

導入を試みる段階まで来ています。 現在は第一及び一 ・五世代型の普及に努めて

いますが、 第二世代型も活用して、 災害対応機能のみならず商業マーケティングや

通行量データ等も管理する施設の総合ファシリティ ・マネジメント ・ システムの展開を

見据えています。 この社会インフラは日本から世界に向けて、 安全 ・安心の社会イ

ンフラシステムを発信していける事業だと考えています。」

　地下空間で災害が起こった時、 安全な道をわかりやすく示してくれる “ しるべにす

と TM”。 これからはその機能と可能性をさらに広げ、 梅田以外の場所でも見かける

ことが多くなるかもしれません。 同社の今後の活躍に期待したいと思います。

企  業  名：株式会社リソウズ
U   R   L：http://www.risozu.jp/
所 在 地：大阪市浪速区日本橋東１－４－１３
電話番号：０６－４３９６－８９５５

“ 第二世代型しるべにすとＴＭ” 梅田地下街での実証実験
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担当課室：電力事業課

■取り組みの経緯
　上北山村は、 奈良県の東南地域に位置し、 東に日本百名山 「大台ヶ原」、 西に

世界遺産 「大峯奥駈道」 を有する大峯山脈に挟まれた、 大自然と歴史に育まれた

山村です。

　この地で、 個性的な地域おこしを行おうとイベントの企画を練っていたところ、 村の

若者達で構成される村づくり団体 （ワーク２１） から、 「大台ヶ原」 での自転車による

ヒルクライムレースの開催の提案をされ、 平成１３年７月に各関係団体、 民間企業各

社の協力を得て、 「ヒルクライム大台ヶ原ｓｉｎｃｅ２００１」 を開催する運びとなりました。

■ヒルクライム大台ヶ原ｓｉｎｃｅ２００１とは
　「大自然の中を駆け抜けよう！」 をキャッチフレーズに、 距離約３５ km、 標高差

１ ,２４０ｍを大台ヶ原まで自転車で登るタイムトライアルレース。 ヒルクライムレースとし

ては、 全国一の距離 （現在はコース変更により距離２８ｋｍ：全国２位） を誇り、 近

畿の屋根といわれる 「大台ヶ原」 を舞台に、 平成１３年から開催し今年で第１１回目

を迎えます。 クラスはチャンピオン、 レディース、 一般の部に、 自転車もロード用と

マウンテン用に分けて開催、 第６回大会からは小中学生を対象としたキッズクラスも設

定しています。

　当初、 前日受付して翌日レースとしていることから募集を３００人としたところ、 予想

をはるかに超える応募があり、 北は北海道、 南は九州、 また、 遠くは韓国からも同

様の大会を開催したいと視察団が来日し、 香港からも参加がありました。 参加者は

年々増え続け、 昨年開催した第１０回大会は５７９人、 今年は村の人口６４７人 （８月

１日現在） を上回る６７７人 （８月２３日現在） の参加申込みを受付ています。

　この取り組みについては、 「小さな村の大きなイベント」 として、 テレビ、 新聞社、

雑誌等マスコミにも紹介されました。

ヒルクライム大台ヶ原 since2001
～奈良県上北山村による地域おこし～

スタート地点 激坂に望む選手

<企業・地域の取組紹介のコーナー>
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■自転車で地域活性化
　「ヒルクライム大台ヶ原ｓｉｎｃｅ２００１を自分達で成功させよう！」 と、 自転車レースの

ことを全く知らない若者が中心となってレースを運営しています。 各種団体、 小中学

校、 消防団、 村出身者など村の若者の多くがボランティアスタッフとして参加し、 大

会前には連日会議を重ね、 おもてなしの心でコースの小石除去やパトロールが徹夜

で行われ、 スタッフ一同各セクションにおいて一致団結する大会となっています。 ま

た、村の高齢者達は早朝から沿道に出て小旗や横断幕、鳴り物などで応援するなど、

ほぼ全村民がこのイベントに関わり、 村は自転車一色の一日となります。

■今後の課題と展望
　参加者は年々増加しているものの、 「ヒルクライム大台ヶ原ｓｉｎｃｅ２００１」 の認知度

は高いとは言えません。 今後は、①参加者が更に増えるための新たな企画づくり②

自転車ファンに広く周知するための情報発信③イベント時だけでなく通年訪れる仕掛

け作り （例えば裾野を広げるために完走を目的としたツアーなど）④イベントを継続し

ていくための人づくりなどに取り組み、 「日本百名山大台ヶ原」 と 「環境に優しい自

転車」 で観光交流人口を増やし、地域活性化を図っていくことが課題となっています。

■今大会について
大会名称 ： 「がんばろう吉野！」 第１１回ヒルクライム大台ヶ原ｓｉｎｃｅ２００１

開催日時 ： ２０１２年９月９日 （日） 午前７時競技スタート

ＨＰ： http://www.oodaigahara.com/hc_index.html

選手を応援する地元住民 受付をする地元中学生

お問い合わせ窓口： 近畿経済産業局　電力事業課
電話番号： ０６－６９６６－６０４６
U R L ： http://www.kansai.meti.go.jp/3-9kaihatsu/prdengen/sesaku.html

15E ! KANSAI   2012 年 9月号



当電子ブックのタイトルである「E!KANSAI」は「いいかんさい」と読み、文字通り今後の関西が
良い地域に発展してほしいとの願いを込めています。
また、「E」は「ECONOMY」、「ENERGY」や「ECOLOGY」などの頭文字であり、今後当局として
重点的に取り組むべき大きなテーマを包含しています。

この冊子に対するご意見・ご要望は下記までご連絡下さい。
近畿経済産業局　広報・情報システム室

Tel : 06-6966-6009（直通）　Fax : 06-6966-6071　E-mail : kin-soumu@meti.go.jp 

http://www.kansai.meti.go.jp/E_Kansai/

今月の表紙：
近畿経済産業局主催 若手デザイナーのための知財マネジメント講座「デザイン道場」修了生有志グループ展
2012年10月24日（水）～10月28日（日）ＡＣＤＣギャラリー（大阪市西区阿波座1丁目9-21 ＡＣＤＣ地下１階）

～近畿経済産業局からの各種ご案内～

■近畿経済産業局施策集をご活用ください！→
■節電にご協力をお願い申しあげます。→
■補助金等の公募のご案内はこちらです↓
　　　http://www.kansai.meti.go.jp/koubo.html

http://www.kansai.meti.go.jp/7kikaku/jumpupkansai.html
http://setsuden.go.jp/



