
2020年地⽅創⽣★政策アイデアコンテスト

中⼩企業政策研究会 ビジネスモデルカフェ Kチーム

Withコロナ時代のＭＭＯマラソンによる地⽅活性化

神⼾市の画像につきましては、「神⼾市公式観光ライブラリhttps://www.feel-photo.info/ 」の素材を使⽤しています。
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施策の⾻⼦
調査対象都市・⼤会と着⽬理由

コロナ禍による地域への影響

マラソン⼤会、ウォーキング・ジョギング愛好者の分析

⼤会中⽌による地域への影響

マラソン⼤会へのMMO概念導⼊

MMOマラソンに期待する効果

課題と今後の活動
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調査対象「都市」と「⼤会」
都市「兵庫県神⼾市」 ⼤会「神⼾マラソン」
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地元神⼾の発展に貢献したい。

阪神⼤震災(1995)からの⼈⼝減少、経済縮⼩をなんとかしたい。

オープンデータ公開に積極的 H27〜R２の⽬標値149件以上（神⼾創⽣戦略第４版より）

神⼾マラソンの統計データが充実（HPに各種調査報告書及び経済波及効果を公開）

震災からの復興経験を「コロナ禍からの復興」に活⽤したい。

デジタル化、スタートアップ⽀援に積極的（神⼾創⽣戦略第４版より）

着
⽬
理
由

2017年⼤会の完⾛メダル



4

就職世代の転出超過が⾒られる（左図） 1980年代から傾向出始め、1990-1995年がピーク。

関東・中部への転出超過（右図） 情報通信業、卸売・⼩売業、⾦融業・保険業

⻄⽇本他地区からの転⼊（右図） 卸売・⼩売業、 宿泊・飲⾷サービス業、医療・福祉業

⇒ 「若者の就職先が、市内に少ない」＝東京圏転出の主要因

「神⼾市」の⼈⼝推移と地域課題

引⽤︓神⼾創⽣戦略[第四版]より R2.3

震災の年（1995年）から⽣産年齢⼈⼝の減少が始まった。

2010年から⼈⼝減少(総⼈⼝の減少)が始まった。
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コロナ禍の影響分析(V-RESASよ
り)「⼈流」「飲⾷」「宿泊」は、４⽉・５⽉の下落ピーク以降、徐々に回復。
「イベント」およびイベントへの「興味・関⼼」は、低調なまま維持。

感染リスクの影響で、イベントが中⽌になっている。
⇒ 感染リスクを回避したイベントの開催が必要。



Beforeコロナのマラソン⼤会の状況 (⺠間データより)
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全国の⼤会数（2019年） 参加者数（⼈）
北海道・東北 72 近畿 78

北海道 25 兵庫 26
福島 17 ⼤阪 19
宮城 8 京都 9
⼭形 7 奈良 9
岩⼿ 6 和歌⼭ 8
秋⽥ 6 滋賀 7
⻘森 3 中国 34

関東 161 広島 12
東京 57 岡⼭ 10
埼⽟ 27 ⼭⼝ 8
神奈川 27 ⿃取 4
千葉 26 四国 34
群⾺ 10 ⾼知 13
茨城 8 ⾹川 11
栃⽊ 6 愛媛 5

甲信越 47 徳島 5

⻑野 20 九州・沖縄 78
⼭梨 15 ⿅児島 14
新潟 12 沖縄 13

北陸 20 熊本 13
富⼭ 7 福岡 13
福井 7 ⻑崎 8
⽯川 6 宮崎 7

佐賀 5
⼤分 5

総計 524
参考）マラソン インフォ http://www.solius.jp/marathon/

年 参加者数
2008 706,810
2010 1,172,607
2012 1,511,417
2014 1,623,816
2015 1,713,041
2016 1,689,974
2017 1,713,942
2018 1,696,775
2019 1,609,542

・様々な地域でマラソン⼤会が開催され、マラソンツーリズムの流れが起こった。
しかし、2017年でブームが⼀段落。
・⼈気が⼆極化し、廃⽌される⼤会もある。

参考）株式会社計測⼯房が算出したデータを開催年で集計（5000未満の⼤会は含まず）
http://www.keisoku-kobo.co.jp/
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ウォーキング・ジョギング⼈⼝
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引⽤元︓東京都「くらしと統計2020」より
https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/kurasi/2020/ku20-10.htm

・ウォーキングやジョギング・マラソン⼈⼝は多い。
（2019年は、ランク外だが約2,000万⼈の参加⼈⼝と推定）
・ウォーキング参加⼈⼝は、１年で200万⼈弱増えている。

引⽤元:2020/8/24 ⽇本⽣産性本部「レジャー⽩書2020」プレスリリースより



マラソン開催による地域経済への貢献
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神⼾マラソンのアンケート結果より、①80億円の経済波及効果、②60万⼈の応援観戦者が、
消費⽀出の92.8％占める、③ボランティアの消費もランナーの半分を占める。

http://kobe-marathon.net/2020/assets/pdf/schema/report/economics.pdf

①

②

③ ② ③

引⽤元



マラソン⼤会開催の⾒通し
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全国の中⽌⼤会(⼀部︓参加者上位のみ調査)

代替のオンラインマラソンの開催が増加。
(スマートフォーンアプリで計測＋登録)

多くの⼤会で使⽤される、
スマートフォーンアプリ「TATTA」

地⽅のマラソン⼤会中⽌は単に⼤会がなくなったことだけでなく、
地⽅の来県者減少とそれに伴う飲⾷・物販の減少につながる

マラソン⼤会では、数千⼈、数万⼈の参加者が⼀度に集まるため、
交通機関や待機場所、更⾐室などが「密」になりやすく、
屋内施設やスタジアムの中で⾏う競技ではないため、
無観客状態にもしにくいものがあります。

さらに⼤会を⽀える多くのスタッフやボランティアも必要ですので、
⾝体的距離（フィジカルディスタンス）の確保が難しく、
感染が起こる懸念が拭えません。

「有森裕⼦⽒ ウィズコロナ時代のマラソン⼤会はどうなる」より
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO61432980T10C20A7000000/
2020/7/16 ⽇経Gooday 30+

東京マラソン(⼀般)
⼤阪マラソン
かすみがうらマラソン
神⼾マラソン
板橋Cityマラソン
そうじゃ吉備路マラソン
⽇⽴さくらロードレース

⾦沢マラソン
仙台国際ハーフマラソン
富⾥スイカロードレース
淀川寛平マラソン
札幌マラソン
⿅児島マラソン
新潟シティマラソン

⽇⽴さくらロードレース
ちばアクアラインマラソン
横浜マラソン
サンスポ千葉マリンマラソン
京都マラソン
名古屋シティマラソン
おかやまマラソン

つくばマラソン
ぐんまマラソン
ナゴヤドーム6時間リレー
奈良マラソン
⼭中湖ロードレース
富⼭マラソン
⽔⼾⻩⾨漫遊マラソン

引⽤元︓札幌マラソンHP

引⽤元︓RUNNET(R-Bies社運営)サイトより
https://runnet.jp/smpapp/tatta/

引⽤元︓横浜マラソンHP

「マラソン⼤会」「オンラインマラソン」は、
「本格的なランナー向け」のため、参加の敷居は⾼い。
「応援観戦者」「ボランティア」の参加が⾒込めないた
め、
「関係⼈⼝の縮⼩」の懸念は残る。



MMOとは「MMOはMassively（⼤規模） Multiplayer（多⼈数型） Online（オンライン）の略であり、多⼈数が同時に参加できるオンラ
インコンテンツの接頭詞である。MMOは特に定義付けされておらず、ある程度の⼈数が1つのデータを共有する「サーバ」に同時にアクセス出来るコンテンツをMMO
と呼ぶ場合が多い。極端な話、オンライン上の国際為替市場もMMOといえる。」 引⽤元 「ニコニコ⼤百科 」 https://dic.nicovideo.jp/a/mmo) 10

新しい形でのマラソン⼤会「MMOマラソンの提案」

オンラインマラソンを仮想化する理由
1.参加者のすそ野を広げ、できるだけ多くの⽅に楽しんで欲しい
・健脚のご⽼⼈などにもウォーキングや他の運動で参加して欲しい。
・ボランティアの⽅にも「声援」で参加して欲しい。
・多くの⽅が、運動参加者へ声援を送って欲しい
・ランナー⼿持ちの計測機器（スマホ、ランナーウオッチ）で参加したい。

2.実際の⼤会やコースを想定して⾛りたい。
・その⼤会の距離（42.195km）にこだわりたい。
・エイド無しに１回で完⾛するのは難しいため、複数に分けて⾛りたい。

3.地⽅の名所や名産を「アピールしたい」or「知りたい・⾷べたい」。
・関係者の神⼾来訪につなげたい。

バーチャル化のメリット
• コロナの終息を待たずして開催できる。
• ⻑年⾛ってきたマラソン⼤会に出場できる。
• 定員枠が拡⼤できるので、今まで⾛れなかったランナーも出場で

きる。
• 地元に居ながら参加できるので、物理的に参加が難しかった⽅も

出場できる。
• 開催期間が重なっている場合、１回の運動実績を複数の⼤会

で共有可能（共有可否判断は⼤会側で決定）
• ⾃分の可能な時間・ペースで運動ができる。
• ⾃分中⼼のダイジェストが⾒れる。

MMOマラソンの概要
様々な運動スタイルの参加者が、地域マラソンのコースと時間を仮想的に共有し、⼤会期間中に⾃分のライフスタイルや活動場所に合わせた

運動を⾏い、その結果を登録することで、「無理なく」「感染防⽌と安全に配慮」して完⾛を⽬指すマラソン⼤会。従来の「マラソン」や「オンラインマ
ラソン」に参加出来なかったランナーやウォーキング楽しむ年配者も参加が可能になる。また「オンラインマラソン」に参加できない、「ボランティア」
「観戦者」の参加も取り込む事により、地域マラソン本来の「情報発信」や「関係⼈⼝の増加」などの効果が期待できる。



運動中 運動中・運動後

データ⼊⼒

MMO空間での再⽣

MMOマラソン実現イメージ
（マラソンや様々な運動をMMO空間で共有・再現する）

声援の確認＆返信
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ガンバレ︕

ランニング
(スマホ)
ランニング
(スマホ)

ランニング
(ランニングウオッチ)
ランニング
(ランニングウオッチ)

フィットネスバイク
(距離・時間表⽰)
フィットネスバイク
(距離・時間表⽰)

ウォーキング
(万歩計)
ウォーキング
(万歩計)

・運動の種類
・運動時間
・歩数

データ連携

・様々な運動実績は、スマホ等で連携やデータ⼊⼒する。
・運動実績をコース上に表現し、再⽣や声援を⾏う。



システムイメージ
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１．準備 ⓪サーバを準備、①コースの位置(緯度・経度)や距離の
情報を登録、②コース画像や動画を撮影し、サーバに登録、③観光ス
ポットやグルメ情報もサーバに登録。
２．マラソン⼤会（ランナー） ④運動後(中)に運動の実績を登
録、⑤⾃分あての応援メッセージを確認・返信。(P13)
３．マラソン⼤会（応援者） ⑥観戦画⾯で、空間を移動。（友⼈
を探し、移動も可）⑦画⾯から声援を送信(P13)

神⼾新聞社Youtubeチャネルより

②コース画像・動画

①コース情報

③観光
スポット

©⼀般財団法⼈神⼾観光局

④運動の実績３回のジョギングを実施

２回のフィットネスバイクを実施

10回のウォーキングを実施

運動のイメージ
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MMO空間での観戦と声援のイメージ
・観戦者は、「観戦位置（スタート起点の距離） 」と「観
戦時刻」 （スタート起点の時間）を指定して観戦する。
・全ての運動参加者は、「ランナー」として「マップ」「ロード」
画⾯に表⽰される。「友達」設定した「ランナー」は、 「マッ
プ」「ロード」画⾯上に「判別可能なアイコン」で表⽰され
る。・「アイコン」をクリックすると「メッセージボックス」が表⽰され
る。⾃分のアイコンをクリックした場合は、周辺のランナーに⼀
⻫送信が可能(⑤の画⾯)。

Massage(Kani)

2020/12/1 15:05 Saru
「Kaniさん、ナイスRunで
す。半分過ぎましたね。最
後まで応援しています。」
(22.2km.02:15:34)

2020/12/2 10:53 Kani
「Saruさん、応援ありがと
うございます。頑張りま
す。」

Massage(22.2km)

2020/12/1 15:05 Saru
「皆さん、ナイスRunです。
半分過ぎましたね。最後

まで応援しています。」
(22.2km.02:15:34)

2020/12/2 10:53 Kani
「Saruさん、応援ありがと
うございます。頑張りま
す。」
2020/12/2 10:53 Dog
「Saruさん、ありがとう。頑
張ります。」

「メッセージボックス画⾯」
⼀⻫送信モード
(周辺のランナーに⼀⻫送信)

「メッセージボックス画⾯」
相⼿指定送信モード
(指定したランナーに送信)

応援者 ランナー(友⼈) ランナー(通過済) ランナー(予測)

ランナー(友⼈) 応援者

注）上記は画⾯イメージです。Google map/Street Viewは、Google社が提供するサービスです。 ⑤メッセージ確認＆返信

⑥観戦画⾯

⑦メッセージ送信



MMOマラソンと従来のマラソン⽐較

14

マラソン⼤会 リアル（従来） オンラインマラソン MMOマラソン
計測 ＩＣタグなどで計測 スマホアプリを使⽤ ⼿持ちの機器（スマホ、万歩計、時計）
計測者 ⼤会側 参加者 参加者
対象運動 ランニング ランニング ランニング・徒歩・エアロバイクなどの運動
公認⼤会 可 不可 不可
参加者 マラソン経験者・挑戦者 マラソン経験者・挑戦者 継続的に運動可能な⽅
必要な能⼒ 制限時間内の完⾛能⼒

（６時間・７時間制限が多い）
⼀定時間内の完⾛能⼒
（２週間が多い）

⼀定期間内の運動能⼒
（１か⽉以上の設定も可）

参加者規模 数千〜35,000名程度 無制限 無制限
⼤会構成者 ⼤会事務局

ランナー
ボランティア
沿道の観客

⼤会事務局
ランナー

⼤会事務局
ランナー＋徒歩＋他運動参加者
ボランティア
オンライン上の観客

⾝体的距離の
確保

難しい
スタート前後の密集

容易
（参加者個⼈で対応が必要）

容易
（参加者個⼈で対応が必要）

①「対応機器＋対象運動の拡⼤」による参加者の拡⼤
②「ボランティア」「オンライン上の観客」の取り込み
⇒「⼤会・地域との関係⼈⼝縮⼩を最⼩化」したい。
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政策アイデアの提供価値とターゲット

• MMO空間におけるオンラインマラソンにより、「継続した運動」に遊び感覚を取り⼊れる。
• 参加者の⼀定数をコロナ禍後のリアルマラソンや現地観光に回帰させることで関係⼈⼝

化をはかる。（リアルとMMOマラソンの併⽤開催が最終形）

No 価値提供 ターゲット
① ・遠隔地からオンライン参加可能

・お⼿軽なマラソン経験
・仲間とオンラインで参加できる
・応援ボランティアと観客からの声援で継続的なモチベーション確保
⇒ 健康な⽣活

・ダイジェスト動画で思い出と名所・名産・グルメ情報を連携
⇒ 来訪の誘因・誘発

・ランナー（マラソン経験者・挑戦者）
・ランナー（ジョギング愛好者）
・ウォーカー（ウォーキング愛好者）
・ジムトレーニー（エアロバイク運動者）
・⾃宅トレーニー（⾃宅運動者）

・ボランティア
・観戦者・応援者

② ・⼤会開催で活動の場を提供
⇒ ボランティア活動の継続、新たな雇⽤の創出

・⼤会を通した地⽅の情報発信が可能
⇒ 来訪の誘因・誘発

・地⽅マラソン主催者
・地⽅⾃治体



MMOマラソンに期待する効果 ⇒ 「三⽅よし」を狙う︕
運動参加者（ランナー他） ⼤会関係者・ボランティア 地域＆⾃治体
参加のハードルを下げる 活動の場の提供 能動的な情報発信
運動継続のモチベーション 参加者への「おもてなし」 観光・宿泊・飲⾷への誘因
⼼⾝の健康 サイトを通じた情報発信 ⼤会を通した地域活性化
コミュニケーション拡⼤ 外部メディアでの情報発信 事業と雇⽤機会の創出

健康な社会⽣活の維持 withコロナの⼤会模範 関係⼈⼝の維持・拡⼤
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運動参加者（ランナー他） ボランティア オンライン上の観客
①「後から参加」機能の導⼊
観客は、⼤会開催期間でも参加できるよう

にする。
②通年開催
毎⽉開催とする。（リアル⼤会の無い⽉）

③完⾛ポイントと応援投げ銭
完⾛時や観客からの「投げ銭」により、ポイン

トが付与され、ＥＣサイトで特産品と交換。

①ボランティア対象活動の拡⼤
・名所・名産・グルメ等の情報登録（画像、情報）
・スマホ・ＰＣ未保有者を対象にした受付の⽀援
・コース情報の整備
・声援ボランティア
②ボランティアポイント制度の導⼊
上記活動毎にポイントを付与し、来県時や

ＥＣサイトで商品と交換できる。

①応援ポイント
声援や来県の回数の応じて、ポイントを付与

②ＥＣサイトでのポイント利⽤
ＥＣサイトを開設し、特産品を販売する。
来県時やＥＣサイトで商品と交換できる。

③「友達」機能の導⼊
ランナーや他の観客と友達になれる。
友達追加で「友達追加」ポイントを付与

関係⼈⼝の維持・拡⼤のための施策（案）



ビジネスモデル
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第１期
(検証期)

PoC(概念実証)と並⾏して、協⼒者と活⽤可能データを探す。

MVP（Minimum Viable 
Product）と呼ばれる実⽤
最⼩限の製品を開発し、顧
客に試してもらう

構築に基づいて作成された
製品やサービスの試作品
が、どのような反応となるのか
を⾒極める。

計測の結果をもとに、MVP
を改善していくことを「学習
＝Learn」といいます。

出資者・開発者・顧客（提
供先）の整理。活⽤可能
資源(データ)の調査・⼊⼿。

第２期
(試⾏期)

第3期
(初期導⼊期)

ミニ⼤会に導⼊する。並⾏して、データ整備の効率的整備⽅法を模索する。

第４期
(本格導⼊期)

実際の⼤会に導⼊する。データ整備＆システム運⽤に関しては、分業制を採⽤。

⼤会導⼊、普及＆拡⼤、データ整備＆システム運⽤のすべてが、効率的＆有機
的に活動できる。

リースタートアップの概念を採⽤し、「構築」「計測」「学習」を反復して、適⽤範囲を拡⼤させる。



費⽤と収益モデル
ターゲット 開発費⽤ データ整備費⽤ システム保守

・運⽤費⽤
収益 収⽀

第１期
検証期

仮想⼤会
（開発者中⼼）

低
主要部分のみ開発

低
最⼩データと費⽤で検証

低 投資、補助⾦ ⾚字

第２期
試⾏期

試⾏⼤会
(⼤会関係者巻き込み)

⾼
アプリ機能の80％開発

中
試⾏可能範囲で整備

中 参加費、
スポンサー広告費

⾚字

第3期
初期

導⼊期

実⼤会
（協⼒いただける⼤会）

中
残り20％開発

⾼ ⾼ 参加費、
スポンサー広告費、
システム利⽤料

⿊字

第４期
本格

導⼊期

実⼤会
（開催いただける⼤会）

低 ⾼ ⾼(最⼤) 参加費、
スポンサー広告費、
システム利⽤料

⿊字

費⽤の
内訳

・システム開発費⽤
(スマホ／Web／ サーバアプリ)
・開発⽤クラウド費⽤
・開発⽤PC等費⽤

・コース位置データ整備
・コース画像・動画整備
・名所・名産画像・動画整備
・運営⽤マスタデータ整備

・運⽤⽤クラウド費⽤
・運⽤⽤PC等費⽤
・システム運⽤費⽤
・システム保守費⽤
(スマホ／Web／ サーバアプリ)

リーンスタートアップで開発するが、第１期・第２期の開発費⽤の負担が課題となる。
また、関係⼈⼝化には、本格導⼊後数回の開催が不可⽋である。
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⾃治体をKeyPartnerへ（神⼾創⽣戦略と連携）
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P62
１．神⼾⼈⼝ビジョンを踏まえた全体⽬標と施策の
基本⽬標 【全体⽬標】
○年間12,000 ⼈の出⽣数を維持
○若者の神⼾市への転⼊を増やし、東京圏※への

転出超過 年間2,500 ⼈を解消
→上記の全体⽬標を実現すれば、2020 年（平成32 

年）に総⼈⼝は153 万２千⼈、2060
年（平成72 年）には131 万１千⼈になる⾒通しです

（図表参照）。
（※）東京圏とは、東京都、神奈川県、千葉県、埼⽟

県の１都３県をいう。

【施策の基本⽬標】
①安定した雇⽤を創出する
②新しいひとの流れをつくる
③若い世代の結婚・出産・⼦育ての希望をかなえる
④時代に合った地域をつくり、安全なくらしを守るととも
に、地域と地域を連携する

本施策を遂⾏するには、第１期（検証期）・第２期（試⾏期）の資⾦確保が重要である。例えば神⼾市の「神
⼾創⽣戦略第４版」に記載の「IT・データを活⽤した施策の推進」事業等を活⽤し、活動に必要な⼈やデータ等
のリソース（資⾦含む）を確保し、「新たな市⺠サービスの提供」や「デジタル観光」に貢献する。

P73
IT・データを活⽤した施策の推進
オープンデータ※１の蓄積・公開を推進し、ICT を活⽤した市⺠・事業者
との協働と参画により、地域課題を解決するオープンガバメント※２社会
の構築を⽀援します。

実施にあたっては、
・オープンデータを利⽤しやすい形で提供するサイトの充実
・シビックハック（市⺠IT エンジニアとまちづくり関連市⺠との協働による、
アプリやサービスを開発するイベント）の開催
・産学官連携によるオープンデータ・ビッグデータ活⽤実証事業（データに
基づく政策決定・実施）を推進します。

併せて、データを活⽤した市⺠活動や⾏政の推進のために、庁内・庁外を対
象として「データアカデミー」を開催してIT ⼈材の育成を図るとともに、オープ
ンデータ普及・関連イベントへ参画します。
さらに、市⺠・事業者によるウェアラブル※３実証事業（スポーツ、医療福祉
介護現場での利⽤）やシェアリングエコノミーの検討・推進を通じて、新たな市
⺠サービスの創出を⽬指します。

※１ 誰もが使いやすい形で公開された公共データ。
※２ インターネットを活⽤し⾏政を住⺠に開かれたものにしていく取組み。
※３ ⾝につけて利⽤することができる端末。



まとめ
１．「MMOマラソン」の差別化ポイント

リアル⼜はオンラインマラソンに取り込めなかったライトなターゲット層を獲得することが「差別化のポイント」であり、
「参加対象者のすそ野拡⼤」が可能となることで、「関係⼈⼝の解消の⻭⽌」を期待している。

２．我々の今後の活動予定
今後も活動を継続し、①アプリ試作・評価⽤データ整備を通したシステム⾯の検証、②スタートアップ⽀援や協⼒先の探

索を通したビジネス⾯の検証、で実現性の向上を図りたい。

３．「MMOマラソン」の今後の展開
①「MMOマラソン」に、「観光地のコース追加」や「デジタル情報の拡充」と「外国語対応」により、世界中からバーチャル

参加できる「デジタル観光都市」 化に貢献する。
② 2025年に開催される「⼤阪・関⻄万博」 と並⾏して、世界中から遠隔で参加できる「デジタル万博」へつなげる。
③拡充された「デジタル情報」を、「オープンデータ化」することで、各種ゲームやWebサイトなどに「ライセンス提供」を⾏い、

幅広い利⽤を通して、「神⼾の知名度」を世界中で⾼め、「インバウンド増倍」につなげる。
④ 「MMOマラソン」を通して、システム開発・運営やデータ整備などの「新たなビジネスの創出」を実現し、 「若者層の神

⼾回帰」や「地域の発展」に貢献する。
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