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序  

岩手県では、「希望郷いわて国体・希望郷いわて大会」を機に、文化芸術イベントの開催な

ど、スポーツの枠を越えた県民総参加による「国体・大会プラス」を推進することになって

いた。一方、全国レベルでは「2020東京オリンピック・パラリンピック」を見据え、スポー

ツとテクノロジー、文化を融合して身体的能力差などに関わらず誰でも楽しむことができる

「超人スポーツ」の開発・普及を通じ、技術開発やスポーツ分野の拡張を目指す取り組みが

始まっていた。そこで岩手県は、この超人スポーツを通じた地域活性化の可能性について、

「超人スポーツ協会」（図 1）と連携して一連の取り組みを行うことになった。この「岩手独

自の新スポーツの開発」のため、マンガやイラストなどの活用研究とともに、学生目線から

検討・開発のイベントにも参加することが課題として岩手県から提案された。 

 

 

図 1：盛岡で開催された「超人スポーツを創ろう！」特別講演会ポスター 

 

岩手県では、「いわて若者文化祭 2015」における知事と宇野常寛氏（評論家）との対談で
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出されたアイデアをもとに、希望郷いわて国体・希望郷いわて大会の開催に合わせた「超人

スポーツ」の取組について企画が始まった。具体的には、学生を始めとする県内の若者によ

る岩手発の超人スポーツ考案の機会を設けるとともに、その成果を「いわて若者文化祭 2016」

で発表することが計画された。本研究においては、いわて若者文化祭でのイベントに向けた

プロセスに学生が関わり、イベントの成功へと導くことが最大の課題となっている。 

 

 

I．本研究課題について 

（実施計画・方法） 

 

 本研究活動の実施においては、岩手県環境生活部若者女性協働推進室文化振興担当課長の 

澤田彰弘氏・同文化振興担当主査の杉村恒明氏と研究室学生グループとの協議（図 2）によ

って打ち合わせを行った。岩手県では、すでに前年度末から「岩手発・超人スポーツプロジ

ェクト」の計画を明確にしており、そこで予定された実施イベントのスケジュールに合わせ

た学生の参加が求められた。 

 

 
図 2：岩手県側と映像メディア（視覚文化）研究室学生グループによる協議 

 

○協議（岩手大学芸術棟 2 階、視覚文化演習室にて） 

・平成 28 年 5月 19日（木） 

・平成 28 年 6月 16日（木） 

・平成 28 年 8月 4日 (木) 

 

○岩手発・超人スポーツプロジェクトへの参加 

・平成 28 年 4月 24日（日）キックオフミーティング（岩手県公会堂） 

・平成 28 年 5月 28日（土）アイデアソン（岩手大学） 

・平成 28 年 6月 25日（土）・26日（日）ハッカソン（岩手大学） 

・平成 28 年 7月 2日（土）「アート＆テクノロジー東北 2016」（岩手大学） 

・平成 28 年 8月 20日（土）リハーサル（岩手大学） 
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・平成 28 年 9月 24日（土）・25日（日）「いわて若者文化祭 2016」（盛岡市内各会場） 

（・平成 28 年 11月 23日（水）「第一回超人スポーツゲームズ」（東京）） 

（・平成 29 年 1月 29日（日）プレイバックワークショップ（マリオス）） 

 

上記のような岩手発・超人スポーツプロジェクトのミーティングやワークショップに参加

し、学生の立場で数々のアイデアを出し、イメージを膨らませ、それらを具現化することに

協力していくことになった。 

 

 

II．今年度における研究活動の経過について 

（結果・考察） 

 

○キックオフミーティング 平成 28 年 4 月 24日（日）（岩手県公会堂） 

 本研究の開始前であったため、指導教員の本村健太教授が担当授業などで学生や院生に働

きかけ、岩手大学からは教育学部芸術文化課程、人文社会科学部人間文化課程（及び旧カリ

キュラムの人間科学課程）、工学研究科デザイン・メディア工学専攻より約 40 名が岩手発・

超人スポーツプロジェクトのキックオフミーティング（図 3）に参加した。 

 

 
図 3：「岩手発・超人スポーツプロジェクト」キックオフミーティング会場の様子 

 

岩手県公会堂の会場には、岩手県内の学生・院生・専門学校生など、10 代から 20 代の若

者を中心に、60代までの社会人を含め、参加者約 120名が集まった。前半は登壇者のクロス

トークによって「超人スポーツ×岩手」の可能性が検討された。 

 

・登壇者（敬称略）： 

達増拓也（岩手県知事）、稲見昌彦（超人スポーツ協会共同代表／東京大学大学院教授）、南澤孝太（超

人スポーツ協会事務局長／慶應義塾大学大学院准教授）、犬飼博士（ゲーム監督／e スポーツプロデュ

ーサー、江渡浩一郎（ニコニコ学会β実行委員長／メディアアーティスト）、ふじポン（岩手のアイド

ル）、浅沼道成（岩手大学教授[生涯スポーツ]）、本村健太（岩手大学教授[映像メディア]） 

 

クロストークの後、岩手発のスポーツを考えるワークショップが試みられた。付箋（ポス

ト・イット）を使うブレインストーミング（アイデア出し）で、全員が数々のアイデアを壁

面に張り出した。そこからアイデアの整理、チーム分けがなされ、さらなる検討を行った。
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最後に、チーム毎での検討結果を発表し合った。 

 

[記録映像] 

・いわて希望チャンネル【岩手発超人スポーツ開発プロジェクト キックオフミーティング】 平成 28

年 4 月 24 日放送：https://youtu.be/-K8lHH1hGHE 

・本村指導教員による記録：https://youtu.be/jn03-kBHxBY 

 

○アイデアソン 平成 28 年 5月 28日（土）（岩手大学） 

キックオフミーティングよりもさらに本プロジェクトへの意識の高い約 40名の参加者（岩

手大学の学生・院生は 10数名）によって新しい超人スポーツの「種」を作ることが目指され

た。付箋を使うブレインストーミングによって競技・道具のアイデア出しがなされ、参加者

の興味に従ってチーム分け（6 チーム）がなされた。ファシリテーター犬飼博士氏の進行の

もとで、チームメンバーが協力し合い、具体的なイメージの図や写真を作成したり、超人ス

ポーツ協会の用意した様々な素材（工作材料・おもちゃ・日用品など）を使って試作をした

りして、最後に原案のプレゼンテーションを行った。チームでの検討結果は、以下のような

ものとなった。（それぞれに審査委員から賞が授けられた。） 

 

・「ロックハンドバトル」：三石神社の伝説をもとに考えられた VR スポーツ 

・「マルチビジョンサッカー」：選手がマルチビジョンの視点を持って行うサッカー 

・「壁人間」：映像が投影されたベルトコンベア状の壁を登るクライミング競技 

・「PON」：相手の背中をタッチしながら戦う新しい女の子向けスポーツ 

・「TOPGUN」：ドローンを使ったスポーツ 

・「スーペルビーヴォ」：イーハトーブの世界を舞台にしたサバイバルゲーム 

 

この様子は、NHK盛岡放送局の大槻隆行アナウンサーに取材され、6月 2日の番組「おばん

ですいわて」にて放映された。 

 

[記録映像] 

・本村指導教員による記録：https://youtu.be/7Un-s0LE6xo 

 

○ハッカソン 平成 28 年 6月 25 日（土）・26日（日）（岩手大学） 

「いわて若者文化祭 2016」での発表に向けて実現可能な超人スポーツを参加者で考え、新

競技を作り出すことが目指された。ファシリテーターの支援のもとで、約 30名の参加者（岩

手大学の学生・院生は 10数名）で再度チーム分けの確認をし、それぞれのチームメンバーが

ほぼ確定した。チーム毎にそれぞれの構成員間で協力し合い、実際に試作やルール作り（図

4）を行って、審査会で成果を披露するところまで到達した。審査結果は以下の通りで、入選

した四つの競技がいわて若者文化祭でのイベントに出場することになった。 

 

[入選] 

・「トリトリ」：宮沢賢治『銀河鉄道の夜』の「鳥捕り」から連想したドローンでドローンを捕まえる

空中スポーツ競技 

・「壁人間」：壁を駆け上るスピードを競う。ルームランナーを足ではなく手を使って動かし、それに

映像が連動するクライミング競技 
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・「ロックハンドバトル」：三ツ石神社の伝説から連想した漫画と連携した「岩の手」の一対一の対戦

型競技 

・「マタサブロウ」：風を読み、操る力を競う。宮沢賢治『風の又三郎』から連想した、風船をブロア

ーで運ぶ競走 

 

[審査員賞] 

・「なにいろトリオ」：キネクトで体の高さを認識し、三人一組で、目標の色を作り出す遊び 

 

 

 
図 4：「岩手発・超人スポーツプロジェクト」ハッカソン会場の様子 

 

[記録映像] 

・岩手発・超人スポーツプロジェクト[ ハッカソン ] - Iwate Sports Project [ Hackathon ]： 

https://youtu.be/M0A5u9j8YJ0 

・本村指導教員による記録：https://youtu.be/u-Yr2FGHEVU 
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○アート＆テクノロジー東北 2016 平成 28 年 7月 2日（土）（岩手大学） 

ハッカソンで審査員賞となった「なにいろトリオ」は、岩手大学大学院工学研究科デザイ

ン・メディア工学専攻の院生チーム（佐々木陽・稲上つくし）によるもので、7月 2日の「ア

ート&テクノロジー東北 2016」コンテスト（芸術科学会東北支部主催）に出品し、審査員特

別賞を受賞した。その後、いわて若者文化祭 2016においては一般の部門で展示、さらに、岩

手県（商工労働観光部ものづくり自動車産業振興室）の主催する「メイカー塾」キックオフ

イベント～個人の発想を形にする、自分発ものづくり～（12 月 10 日、マリオス）の会場に

おいても展示（図 5）を行った。 

 

 

図 5：「なにいろトリオ」展示・体験会の様子 

 

・「アート&テクノロジー東北 2016」コンテスト受賞作品： 

http://www-cg.cis.iwate-u.ac.jp/AT2016/award.html 

・なにいろトリオ（Twitter）：https://twitter.com/naniirotorio 

・のん STAFF（Twitter）：https://twitter.com/non_staffnews/status/779956360838385664 

・「メイカー塾」キックオフイベント～個人の発想を形にする、自分発ものづくり： 

http://www.pref.iwate.jp/monozukuri/50903/050942.html 

 

 この「なにいろトリオ」は、キネクトによって三名のそれぞれの身長を認識し、RGB（レッ

ド・グリーン・ブルー）の混色の割合と連動する「協力型色彩知育ゲーム」である。三人一

組で見本の色に近づけるよう、自分の身長を変えるように試行錯誤する、体を使って簡単に

楽しめるゲームとして仕上がった。 
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○リハーサル 平成 28 年 8月 20 日（土）（岩手大学） 

前回のハッカソンの後、さらに各チームでの新競技開発は継続して進められ、リハーサル

においては、9月の本番に向けたステージ練習など、より詳細な仕上げ(図 6)が行われた。 

 

 
図 6：「岩手発超人スポーツ開発プロジェクト」リハーサル会場の様子 

 

○いわて若者文化祭 2016 平成 28 年 9月 24日（土）・25日（日）（盛岡市内各会場） 

岩手発・超人スポーツプロジェクトの最終成果発表会として、いわて若者文化祭 2016にお

いて実演および体験会（図 7）が実施された。 

 

実演会場（もりおか歴史文化館前広場）においては、岩手をテーマに作り上げられた「ク

ライミング・ザ・ウォールズ」（壁人間）、「ロックハンドバトル」、「マタサブロウ」、「トリト

リ」の４競技の実演が披露された。展示会場（プラザおでって大会議室）においては、岩手

発・超人スポーツプロジェクトの経緯の紹介とともに、屋外での設置が困難な「クライミン

グ・ザ・ウォールズ」の体験会も行われた。「なにいろトリオ」は岩手発・超人スポーツプロ

ジェクトの枠組みではなく、一般の枠（会場：岩手銀行赤レンガ館）で展示した。 

 

シンポジウム（おでってホール）においては、超人スポーツ協会の活動紹介、岩手発・超

人スポーツプロジェクトの経過説明、そしてコンテストの審査結果発表および表彰が行われ

た。結果として、「いわて若者文化祭実行委員会賞」（最高賞）は岩の手の対戦「ロックハン

ドバトル」が受賞し、11月に東京で開催される「超人スポーツゲームズ 2016」に招待された。

（次点としては、風を操る競技「マタサブロウ」が「超人スポーツ協会賞」受賞。） 
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岩手発・超人スポーツプロジェクトの成果としての４競技は、それぞれが独自の観点で岩

手に関連付けを行って作り上げられたものであった。その過程においてそれぞれのチームの

参加者は、目標に向かって、話し合い、協力し合って一つの競技を新たに創造した。 

 

 
図 7：「岩手発・超人スポーツプロジェクト」４競技実演の様子 

 

 最終成果発表会が終了（図 8は実演会場での閉幕の記念写真）し、達増知事は公式の Twitter

で記念写真（図 9）を掲載するとともに、「技術の進歩で何でもできるような今日、『何をや

るか』という創造性が決定的に重要。『超人スポーツプロジェクト』は創造性を引き出す。今

回生まれた『岩手メソッド』で、地方からの、人間のイノベーション」と岩手発・超人スポ

ーツプロジェクトを総括している。 

 

・達増拓也 TASSO 希望郷いわて（Twitter）： 

https://twitter.com/tassotakuya/status/779584373809029120 

 

 本プロジェクトの経過については、超人スポーツ協会においても各段階において紹介されてきた。

以下参照。 

 

・超人スポーツ協会 / Superhuman Sports Society（Facebook）： 

https://www.facebook.com/%E8%B6%85%E4%BA%BA%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E5%8D%94

%E4%BC%9A-Superhuman-Sports-Society-1598349720386233/ 

・2016 年 9月 24-25 日「岩手発超人スポーツプロジェクト」最終成果発表会のお知らせ： 

http://superhuman-sports.org/news/20160907141453 
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図 8：「岩手発・超人スポーツプロジェクト」閉幕の記念写真 

 

 

 
図 9：「岩手発・超人スポーツプロジェクト」最終成果発表会後の記念写真 

 

 

[記録・総括ムービー] 

岩手発・超人スポーツプロジェクト/Superhuman Sports Project in Iwate： 

https://youtu.be/7kEbKZNTFkQ 
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○漫画制作と連携する「ロックハンドバトル」 

 岩手発・超人スポーツプロジェクト４チームのすべてに岩手大学の学生・院生グループが

参加して開発は進められたが、特に、三ツ石神社の伝説から連想した漫画と連携する「ロッ

クハンドバトル」チームには、研究室から５名（高橋詩歩、鈴木芙由子、吉住彩夏、畠山夏

葉、大庭春）が参加して漫画制作にも取り組みつつ活動した。 

 

 
 

図 10：研究室学生によるロックハンドのデザイン案の検討事例 

 

 このチームを牽引する木村有梨チームリーダー（慶應義塾大学院生）は、過去の超人スポ

ーツハッカソンにおいて「EXTREME CRUTCH」という漫画連携の新スポーツ開発の活動経験が

あった。今回は、新競技の背景をストーリー化した漫画制作に研究室学生５名がアシスタン

トとして関わった。また、ロックハンドのデザイン案(図 10)の検討にも参加して、漫画作品

及び競技用の道具の最終的な具現化（図 11）に行き着いた。 
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図 11：漫画「ロックハンドバトル」の完成と実演シーン 

 

「ロックハンドバトル」チームに参加した研究室学生の感想（いわて若者文化祭 2016直後）

は以下の通りである。 

 

・ロックハンドのチームで動いているときは、他のチームがどのような物を仕上げてくるのか分から

ず、今自分たちがしていることはどのようなレベルの事なのか？と疑問に思っていました。今日のス

テージ発表で他のチームを見て、魅せることと競技の世界観に引き込むということがロックハンドバ

トルチームは抜きん出ていたと感じました。体験会は大人の方よりもお子さんが興味を持ってくれて、

面白い！と言ってくれたことが印象に残りました。一つの企画を、構想段階から今日のような実際の

プレーまで関わることが出来るのは貴重な体験であり、凄く充実した経験でした。苦労したことがあ

りましたが、人に見せて反応が貰えることが喜びやモチベーションに繋がることを改めて感じた 1 日

でした。 

 

・今回で二度目になる地域連携プロジェクトでしたが、前回以上に幅の広がる活動域にはじめは戸惑

いました。また同時に多くの方に迷惑をかけてしまったところもあります。ただ、岩手大学を出て様々

な所の人達と交流しながら制作するという行為は、今までになかったことで大きな経験になったと感

じています。自分の限界をしること、向かう行き先とやることをしっかり順序だてて考えること、無

理とはっきり言えるようにすること、など実際に組んでみて分かったことも多いです。それらを超え

ての今日。私は前日参加することが出来ずに今日のみの参加でしたが、晴天に恵まれた中で、自分た

ちや他のグループのものを実際に体験したり、観客に促したりすることが割とスムーズに出来たなあ

と思います。外で思いっきり汗を流せることが単純に気持ちよかったのもあると思いますが。色々と

大変だったこともありましたし、良いことだけではなかったですが、一つの区切りとしてこの日を迎

えることが出来、また楽しかったなあ、と思えることが出来ていることが嬉しいです。そして何より、
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良いグループであったなぁと言わずにはいられません。良い経験をしました。これをふまえ、さらな

る良い動き、良い活動が出来るように頑張りたいと思います。 

 

・若者文化祭に向けて超人スポーツ「ロックハンドバトル」を数ヵ月間、考案・制作してきました。

重い、岩の手等をテーマとして、ルールは？見た目は？実際に作るとしたらどうすべきか、０からの

出発点で、根幹の方にも少しですが、関わったのでとても大変でした。ほぼ毎週話し合いに参加して

いたのですが、自分とは違う視点からの意見もあり、グループで企画を進めるときは話し合いを重ね

なければならないと思いました。正直終わってみると、とても勉強になったので、今回参加して良か

ったです。また、メディアのロックハンドバトルメンバーで話し合いをしたりと、積極的に何かしら

出来たところも確かにあったので良い経験でした。若者文化祭ではあまり他のブースが見れなかった

ですが、ロックハンドバトルの体験会はとても楽しかったです。自分たちが作り上げたものが、この

ような場で、しかも形になって披露出来たのは達成感がありました。また、評価されて授賞されたの

は本当に嬉しかったです。ハッカソンからロックハンドバトルに関わりましたが、本当に自分の中で

は大きく、濃い企画でした。やってみないとわからないという言葉がしっくりくる企画でした。参加

出来て良かったです。 

 

・今回、この超人スポーツプロジェクトに関わり、その中で岩手から新しいものを発信する立場に立

ったことはとても貴重な経験であったと感じる。アイデアソンやハッカソンなどの開発イベントを通

して与えられたテーマに向き合うこと、そしてそこでまとめたアイデアをチームの中で役割分担・試

行錯誤しながら時間をかけて磨き上げていくことなどは、このような機会を得なければ体験し得なか

っただろう。こうしたコミュニケーションの経験を経て、私は自らの考えを他人に説明・共有するこ

との重要さを学んだ。チーム内は当然のこと、自分以外のその他多数の人々との共通理解を築くこと

はプロジェクトの可否に関わる要素だとこの体験を通して感じている。「いわて若者文化祭」では、超

人スポーツを含めた、様々な成果を見ることができた。自分たちがそうしてきたように、それぞれが

この日のためにしっかりと考えを練り上げて作られていたのを感じた。総じて今回は、目標を決めて、

試行錯誤をしながら、一つのものを完成に近づける、ということがどういうことなのかを学ぶことが

できたよい機会だった。この経験をこれからの自分の活動に生かしていきたい。 

 

・超人スポーツプロジェクトを通して様々な面で学ぶことが出来ました。何から何まで全てゼロから

作ること、あまり関わりの無かったスポーツという分野に携わること等、私の中で新しい経験ばかり

でとても刺激的でした。新しい経験ばかりであるが故に、アイディアに詰まったり、アイディアを現

実的な方法で実体化する案がなかなか出てこなかったりと壁にぶつかることが多々ありました。しか

し、仲間と何度も話し合いをしたり、自分の得意な分野を活かして活動の一部に貢献したりしてプロ

ジェクトを終えて、普段の自分の創作活動では得られない達成感を感じることができました。このプ

ロジェクトでの経験を生かし、難しい壁にぶつかることがあっても、最後まで精一杯やり遂げる事を

目指して何事も頑張っていきたいと思います。 

 

 

以上、いわて若者文化祭 2016での公開を目指した岩手発・超人スポーツプロジェクトへの

協力要請に応え、十分な成果を得ることができた。また、参加した学生たち自身においても

有意義な体験をすることができた。最後に、本プロジェクトに関わられた岩手県及び超人ス

ポーツ協会の方々、本プロジェクトに参加していっしょに活動した仲間たちに感謝したい。 
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本プロジェクト終了後、本年度内における動向の付記： 

 

○第一回超人スポーツゲームズ 平成 28 年 11月 23日（水）（東京） 

いわて若者文化祭実行委員会賞を受賞した「ロックハンドバトル」は、東京で 11月開催の

「第一回超人スポーツゲームズ」（東京タワーメディアセンター）に招待された。研究室から

は、高橋詩歩と鈴木芙由子の２名が参加して「ロックハンドバトル」のデモンストレーショ

ンを行った。 

 

 

 
図 12：第一回超人スポーツゲームズにおける「ロックハンドバトル」の紹介 

 

・第一回超人スポーツゲームズ開催模様公開！ 

 http://superhuman-sports.org/news/20161204234604 

 

[記録映像] 

・第一回超人スポーツゲームズ： 

 https://youtu.be/iJrenZvSZjc 

 

○超人スポーツ協会の公式競技に認定 

 岩手発・超人スポーツプロジェクト４チームの開発した４競技は、すべて超人スポーツ協

会の認定競技となった。 

・超人スポーツ協会認定競技一覧 

http://superhuman-sports.org/sports/ 
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・トリトリ開発者：稲上つくし、兼平俊亮、漆戸朗夫、早川裕彦、小岩真佳、佐々木陽、梅木智久、

佐藤凌牙、三浦大輝、池田和輝 

・ロックハンドバトル開発者：木村有梨、高橋詩歩、鈴木芙由子、吉住彩夏、畠山夏葉、大庭春、山

谷昌和、佐藤真那人、阿部駿、鎌田凌平、椿達也、椿祥子 

・マタサブロウ開発者： 菅原由香子、齋藤誠大、吉田哲平、北上真理、山崎千夏、品木春香、鈴木堅

太、上林功 

・クライミング・ザ・ウォールズ開発者：佐藤清忠、越後谷勇介、鈴木康太、橋本郁哉、王懿敏、岸

京平、山口千代香、千葉航太 

 

○プレイバックワークショップ 平成 29 年 1 月 29 日（日）（マリオス） 

半年間で岩手発の新スポーツを創り上げたスポーツクリエイターたちが再集合した。次年度の活動

に向けた議論がなされた。岩手大学学生・院生は３名参加。 

 

 

図 13：プレイバックワークショップの記念写真 

 

・[超人スポーツ協会]岩手発・超人スポーツプロジェクト プレイバックワークショップのご報告： 

http://superhuman-sports.org/news/20170201033659 

・[岩手県]「岩手発・超人スポーツプロジェクト」プレイバックワークショップについて： 

http://www.pref.iwate.jp/bunka/shinkou/052206.html 

・[超人スポーツ協会インタビュー]21 世紀型のスポーツのあり方を模索する——「超人スポーツ協会」

が目指すもの - 地域と連携した新スポーツ開発： 

https://fabcross.jp/interview/20170207_superhuman_sports_02.html 

 

 


