
平成 27 年度地域課題解決プログラム 

 

 

 

遠野の商品・サービスを PR するための萌えキャラクター戦略について 

（六次産業化と萌えおこしの融合による地域活性化に関する研究） 

 

岩手大学教育学部 芸術文化課程 美術・デザインコース 映像メディア研究室学生チーム 

（発表者：加藤麻衣・高村和佳奈・鈴木芙由子・吉住彩夏） 

 

指導教員：教授 本村健太 

 

序  

本研究は、地域の第一次産業とこれに関連する第二次、第三次産業（加工・販売等）に関

する事業の融合等により地域ビジネスの展開と新たな業態の創出を行う取り組み（すなわち

「六次産業化」）を推進する遠野市の六次産業推進本部からの提案課題である。 

地域おこしの分野では、全国的な「ゆるキャラ」ブームにあるが、その一方で、アニメー

ションの美少女キャラクターや、それに類するキャラクターを登用したいわゆる「萌えキャ

ラクター」（以後、「萌えキャラ」と記す。）の活用も広まりつつある。地方での萌えキャラは、

観光面での活用も多くみられ、実際に遠野市の「まぬけ節フェスティバル」（図 1）では、美

少女キャラクターを掲載したポスターを作成し、好評を得た経験を持つ。 

 

 

図 1：「第 19 回遠野まぬけ節フェスティバル」ポスターの事例 

 

また、「遠野物語」に代表される多くの昔話が伝わる遠野市では、妖怪や神様の話を語り継

ぐ小学生、「語りべ少女ほのか」（図 2）を主人公としたオリジナル・アニメーションも今年

度から公開されている。これは遠野市における萌えキャラの展開事例といえるものである。 
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図 2：遠野市の PR アニメーション「語りべ少女ほのか」 

 

○「語りべ少女ほのか」～遠野市オリジナル・アニメーション～ 

主演：桑島法子 監督：石川プロ 

・語りべ少女ほのかオフィシャルホームページ： 

http://honokatari.com/ 

・遠野市オリジナルアニメ 「語りべ少女ほのか」： 

https://youtu.be/NBzc3DSluuk 

http://www.nicovideo.jp/watch/sm26805285 

 

 現在、遠野市では六次産業化を推進しており、新商品・新サービスの開発を支援している。

しかしながら、商品化・サービス化は、視覚的に顧客へのアピールが重要な要素を占めるた

め、必ずしも開発された新商品に注目が集まるとは限らないのが実情である。そこで、地方

の特産品の商品パッケージにおいて、学生の若い感性によっていわゆる「萌えキャラ」を遠

野市のイメージに合うデザインとして創作し、パッケージに採用した商品の試験販売を行う

ことも前段階においては構想されるに至った。 

イラストやアニメーション等のデジタルコンテンツ制作は、岩手大学の映像メディア（視

覚文化）研究室でも扱っている表現領域であり、過去にも地域の課題のために学生たちが制

作課題を実施した成果が複数ある。今回のように研究課題として学生たちが地域貢献に取り

組むことは、個人制作に陥りがちな表現活動を地域のために役立てられるという好機となる。 

本研究においては、遠野市側と役割分担をし、商品化・サービス化に適した萌えキャラを

調査のために試作し、提案することが学生側の課題となった。（キャラクターの有無で商品の

売れ方の違いなど研究データを分析することにより、六次産業化と萌えおこしの融合による

地域活性化の可能性を調査することは、遠野市側に委ねている。） 

そうして本研究は、学生が提案した萌えキャラを遠野市において（有効性が認められれば

継続的に）活用してもらい、その可能性を検証していくことによって、地域の活性化につな

げるための基礎研究となるように位置づけられた。 
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I．本研究課題について 

（実施計画・方法） 

 

 遠野市六次産業推進本部との協議を行い、商品化・サービス化にともなう課題のテーマを

確認しつつ、必要となる萌えキャラを中心に試作し、その有効性やよりよいコンテンツのあ

り方を見出していくということが当初の計画であった。その後、六次産業推進本部・推進チ

ームの永田裕氏と研究室学生チームが協議を重ねることにより、遠野ふるさと公社の４つの

施設（遠野風の丘･遠野ふるさと村･伝承園･たかむろ水光園）の萌えキャラ、そして「産直と

もちゃん」の「ゆるキャラ」（イメージ的に萌えキャラよりもゆるキャラがふさわしいと判断

されたため。）を学生側で提案していくこととなった。 

  

○協議（岩手大学芸術棟 2 階、視覚文化演習室にて） 

・平成 27 年 6月 8日（月） 

・平成 27 年 6月 18日（木） 

・平成 27 年 9月 4日（金） 

・平成 27 年 12月 3日(木) 

 

○遠野市現地取材： 

・平成 27年 7月 18日（土） 

参加者：高橋詩歩、畠山夏葉、萩原真結子、鈴木芙由子、伊藤光、加藤麻衣、今藤万柚、 

高村和佳奈、黒川香、平松菜々子 

 

・平成 27年 10月 29日（火） 

参加者：加藤麻衣、今藤万柚、高村和佳奈 

 

 さらに、岩手大学と遠野市及び遠野市内の観光施設（遠野風の丘･遠野ふるさと村･伝承園･

たかむろ水光園）がコラボした『遠野萌えキャラプロジェクト』の一環として、道の駅「遠

野風の丘」においては、平成 28 年 3 月 1 日(火)～15 日(火)に萌えキャラの展示会をパネル

展として開催することとなった。 

 

○道の駅「遠野風の丘」展示及び遠野市産直連絡協議会ＣＯＣ報告会 

・平成 28年 3月 1日(火) 

参加者：加藤麻衣、高村和佳奈、鈴木芙由子 

 

 

II．今年度における研究活動の経過について 

（結果・考察） 

 

 遠野市側の背景として、２つの懸念事項がある。一つは、震災で落ち込んだ観光客の回復

の遅れによる震災後の観光入込客数の伸び悩みであり、もう一つは、平成 27 年 12月 5日（土）

に東北横断自動車道遠野－宮守インターチェンジ（ＩＣ）間が開通し、釜石花巻道路から道

の駅「遠野風の丘」へのアクセスが便利となったものの、将来的な全線開通後には遠野市が
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通過点となってしまうことへの危惧である。 

 そこで、以下の３つの課題が検討されるに至った。 

 

・通過型顧客のキャッチセールスから、｢寄ってみたい｣ という目的嗜好の顧客獲得へ 

・知的欲求の充足から、期待感と意外性を満たす工夫へ 

・そして、アカデミックからサブカルチャーまでの「文化」の意味の領域拡大へ 

 

平成 27年 7月 18日、10月 29日に遠野市の現地調査（図 3）を行い、遠野市内の観光施設

を中心に取材を重ね、そこでの経験や学習を生かして制作の段階に入ることとなった。本研

究課題の内容が明確になるにつれて、学生たちの取り組みを「遠野萌えキャラプロジェクト」

と称し、以下のようなアプローチで展開することになった。 

 

・ＳＮＳ、ブログなどにより、情報の受け手や顧客がさらに情報の発信者となるような、学

生同士、顧客同士の情報拡散を誘発 

・内容としては、「遠野物語」など知的欲求を充足するためのアカデミックな予定調和（想定

内）よりも、サブカルチャーまでカバーし、それを知ったときの顧客の驚きを演出すること

で、新しい遠野ファン層を開拓できるような意外性（想定外）を重視 

 

 

 

 

 
図 3：岩手県遠野市の現地調査 
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○キャラクターの原案及び修正案を作成： 

 研究室学生チーム側の提案としての萌えキャラ原案及び修正案、そして高村和佳奈と山口茜

里による産直ともちゃんのためのゆるキャラ原案及び修正案の作業は、それぞれ図 4、図 5に

示すようなものとなった。 
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図 4：萌えキャラ原案及び修正案の事例（順不同） 

 



平成 27 年度地域課題解決プログラム 

 

 

 

萌えキャラについては、永田裕氏によって、萌えキャラを使ってもらうことになる遠野ふ

るさと公社のスタッフ、遠野市立博物館、遠野市役所で萌えキャラに詳しい職員の三方向か

ら意見を聞きながら選ぶ作業が実施され、結果として、前述の通り、遠野ふるさと公社の４

つの施設で４人の萌えキャラを制作することになった。 

 

○萌えキャラの基本設計（当初）： 

・遠野風の丘のキャラ 

 当初から設定の、遠野を紹介するキャラ。（年齢を少し上げて、髪が少し肩にかかる程度） 

・遠野ふるさと村のキャラ 

 農業体験などの入村をイメージに、麦わら帽子が似合う三つ編みの元気な女の子。 

・伝承園のキャラ 

 オシラ堂（オシラサマ）のイメージから、やや影があるロングヘアの女の子。 

・たかむろ水光園のキャラ 

 ツインテールで黄色い髪の女の子。（日本人離れしたキャラがいい） 

 

また、産直ともちゃんのゆるキャラについては、永田裕氏と産直ともちゃんの梶原光正組

合長との間で協議され、そこから出された要望をもとに修正を加える作業を行ってきている。  

学生側からの独自の提案は、手に持つアイテムを変えることができるというものであり、

この点は評価されている。 

 
図 5：産直ともちゃんのゆるキャラ原案及び修正案（未完：継続中） 

 

○萌えキャラの完成： 

 

 遠野ふるさと公社の４施設における４人の萌えキャラについては、協議を重ね、以下のよ

うに命名した。完成イメージ、設定については図 6、図 7、図 8、図 9の通りである。 

・綾織楓花 (あやおり ふうか)：遠野風の丘 

・早池峰あすか (はやちね あすか)：遠野ふるさと村 

・小烏瀬弥子 (こがらせ みこ)：伝承園 

・高室エマ (たかむろ えま)：たかむろ水光園 
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図6：道の駅 遠野風の丘の綾織楓花 (あやおり ふうか) 
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図7：遠野ふるさと村の早池峰あすか (はやちね あすか) 
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図8：伝承園の小烏瀬弥子 (こがらせ みこ) 
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図9：水光園の高室エマ (たかむろ えま) 
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○Web上での情報拡散の試みについて： 

 

学生側からの提案により、「遠野萌えキャラプロジェクト」に関する情報発信を、Twitter

とFacebookにおいてオリジナル・コンテンツ（施設紹介や４コマ漫画など）を提示（図10）

しながら試験的に行うこととした。 

 

Twitter： 

https://twitter.com/tonomoechara 

 

Fecebook： 

https://www.facebook.com/tonomoechara/ 

 

 

   
 

 
図10：オリジナル・コンテンツの事例 
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○「遠野萌えキャラプロジェクト」パネル展について： 

 

コラボ企画第一弾として、平成28年3月1日（火）～15日（火）、道の駅「遠野風の丘」内の

市民ギャラリーにおいて、「遠野萌えキャラプロジェクト パネル展」を開催した。 

 

  
 

  
 

図11：「遠野萌えキャラプロジェクト パネル展」の様子 

 

○Web上での関連情報： 

 

・『遠野萌えキャラプロジェクト』道の駅遠野風の丘の公式キャラクターが決定しました！ 

http://kazenooka-info.blogspot.jp/2016/03/blog-post.html 

 

・『遠野萌えキャラプロジェクト』パネル展（市民ギャラリー） 

http://kazenooka-gallery.blogspot.jp/ 

 

・３月１日からの遠野風の丘での展示（チイキーズ） 

http://www.chiikeys.jp/neoexe/event_shosai2.asp?event=705 
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○報道： 

・『岩手日報』にて 

図12の通り、平成28年3月9日（水）、『岩手日報』の「紙風船」の欄において綾織楓花が紹

介された。 

 
図 12：『岩手日報』、「紙風船」の欄 

 

・遠野テレビ（ケーブルテレビ）にて 

 平成 28年 3月 9日（水）、18：00から放送の『遠野タイム』で綾織楓花が紹介された。 

http://www.tonotv.com/html/catv/daily/2016/03/09/2.html 

 

○参加学生たちのコメント： 

・やりがいのあるプロジェクトでした。遠野の方にも、親しみを持って頂けると嬉しいです。 

・置かれている立場や考え方、得意なものがそれぞれ違うような人達が関わって、大変なこ

とや難しかったことはいくつかありました。しかし、それでもみんなで良いプロジェクトに

しようと取り組めたので、とても良い経験になりました。 

・複数人で話し合いながら作り上げていく、という難しさとやりがいを改めて感じられたよ

うに思います。遠野に対しても、前以上に大切な思いを抱くようになりました。そのような

方が 1人でも増えることをこれからも願っております。 

・このプロジェクトに関わり、今まで知らなかった遠野の良さを知ることができました。こ

のプロジェクトでの成果が、遠野の素晴らしさを伝える手助けになれば幸いです。 

・外部の方と一緒にお仕事をすることができて、大変貴重な経験ができました。実際のもの

作りの作業の流れがわかってよかったです。 

・自分の能力でどこまでできるのか、何ができないのかという限界を知るきっかけになりま

した。 

・普段一人で制作しているので、大人数で集まって活動することの大変さを知りました。 

・キャラクターを作るのが楽しかったです。 

・SNSで情報発信をし、たくさんの反応をいただけて嬉しかったです。 

・依頼者とのコミュニケーションをしっかり取るべきでした。そのため、スムーズに作業を

進めることができないところもありました。 

・現地調査に行って遠野を知ることができてよかったですが、回数が少なかったかもしれま

せん。 
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ぜひ、遠野にいらしてください。 綾織楓花 

 


