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Ⅰ

伝えたいことを探す

１．八ッ場ダムからのバトン
私たちは昨年「親子で見る！触れる！学ぶ！やんばの夏
休み」と題して、群馬県長野原町に建設中の八ッ場ダムを
舞台に活動した。
具体的には、八ッ場ダムによる水没地域に対する参加者
の理解を深められるオリジナルイベントを盛り込んだダム
ツーリズムを企画した。そして、国土交通省関東地方整備
局八ッ場ダム工事事務所と川原湯温泉協会、長野原町の協
力を得て、親子が対象の工事現場見学会とテラリウム作り

【工事現場見学会の様子】

などをセットにしたツアーを実施した。
私たちは、このダムツーリズムを通じて地域の文化や魅力、事実などを「伝える」こと
について興味を持ち、今後もそれらを「伝える」活動を継続したいと考えた。そこで、今
年の活動フィールドを探るため、私たちは群馬県内を対象として「今、伝えていくべきこ
と」や「今しか、伝えられないもの」などについて調べることにした。また、その「伝え
たいことやもの」と「伝えたい相手」の「つながりを生み出したい」との思いから活動テ
ーマを「Create a Bond」として活動していくことにした。
私たちが興味を持った群馬県内の「伝えたいことやもの」
・世界遺産「富岡製糸場と絹産業遺産群」（富岡市ほか）
・絶メシリスト掲載飲食店（高崎市）
・高崎駅西口周辺の各商店街（高崎市）
・碓氷峠鉄道文化むら（安中市）
・わたらせ渓谷鐵道（みどり市）

２．碓氷峠鉄道文化むらを知る
私たちは、その一つひとつについて議論を重ねていき「伝えたい」ことを絞った。その
中で上毛新聞の「碓氷峠とともに

横川－軽井沢

廃線 20 年」という特集記事に私たちは

興味を持った。
それは「鉄道文化むら

歴史伝える方法模索」というシリーズ１本目の記事（2017 年９

月 22 日）である。碓氷峠鉄道文化むらは、1997 年 10 月の北陸新幹線（当時は長野新幹線
と呼ばれた）の開業に伴い、廃止となった横川機関区や職員宿舎の跡地を整備して 1999 年
４月に開設された。記事には『根強いファンがいる一方で、一般客の取り込みに苦戦や、
類似の鉄道関連集客施設との競合で来場者数は年々減少傾向にある』とあった。また、
『厳
しい経営環境のため、展示施設の更新が難しく、マンネリ化していることも減少に影響し
ている』という。運営する碓氷峠交流記念財団の理事長は、
『峠に電車が走っていたことを
知らない世代にも広くアピールしなければ』と話している。私たちはこの記事を読み、知
らない世代の私たちにできることや、商業を学ぶ私たちだからこそ伝えられることがある
のではないかと考え、碓氷峠鉄道文化むらについて詳しく調査することにした。
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碓氷峠鉄道文化むらについて調べる

１．事前調査
私たちが注目した碓氷峠鉄道文化むらは、群馬県安中市にある鉄道テーマパークである。
まず、書籍などを利用して廃線となった信越本線横川（群馬県）
－ 軽井沢（長野県）間（研究報告書では、廃線区間の開通時の名

称である「碓氷線」を使用する）の歴史について事前調査し、碓
氷峠鉄道文化むらへ取材に伺うことにした。

安中市

碓氷線の歴史は、日本初のアプト式鉄道の導入や幹線電化、碓
氷峠を越えるためだけに開発された専用機関車など、歴史的価値
がとても大きいことがわかった。また、それらを後世に伝承して
いくために碓氷峠鉄道文化むらが開園されたことを知った。
【事前調査した内容】
古くから交通の要衝として知られた碓氷峠だが、

年

明治時代の初めに鉄道を敷設する計画が持ち上が

1883 年

り、東京と京都を結ぶ幹線鉄道のルートとして検討

1891 年

された。難工事が予想されるため断念したが、もう
一度計画が持ち上がり敷設に対して様々な方式が

1893 年

検討された。どれも地形的に対処できず、最終的に

1912 年

はドイツの鉄道を参考にアプト式 *1 を取り入れた。

1963 年

当時、ドイツから輸入し、碓氷峠の最大 66.7 パ
ーミル *2、標高差 553m の急こう配を走ったアプト式

1966 年

主な事柄
幹線鉄道計画により碓氷峠を調査
横川－軽井沢間をアプト式として
ルート決定
横川－軽井沢間が開業
（上野－直江津間が開通）
電気運転開始（日本初の幹線電化）
碓氷峠新線開通（アプト式廃止）
全列車粘着運転に切換え
横川－軽井沢間複線化完成
上野－長野間に特急あさまが登場

北陸新幹線開業
碓 蒸気機関車は、横川－軽井沢間を約 80 分で結んだ。
1997 年
氷
横川－軽井沢間廃止
線 1900 年代に入ると、輸送力の向上や安全性の面から
の
*1 アプト式
歴 電気機関車の導入が計画され、1912 年に日本初の幹
急 な 坂 を上 り 下り
史
線電化区間となり、碓氷峠を 49 分で結んだ。
す る 歯 車 式鉄 道 の一
種 で 、 車 体の 歯 車と

輸送力が限界に達すると、碓氷線を複線化してア ラックレール（歯形）
プト式から粘着運転方式 *3 に変更することで輸送力 をかみ合わせる。
【

】

の改善を図ることにした。1966 年に複線化が完了 *2 パーミル（‰）
千に分けたときの割合で千分比。鉄道のこう
し、碓氷峠専用の補助機関車(補機)EF63 形電気機関
配では、1000m 進んだときに何ｍ上る（下る）

車により、横川－軽井沢間の所要時間は下り線（横 かをあらわす。66.7‰は 1000m 進んで 66.7m 上
川→軽井沢）17 分、上り線（軽井沢→横川）24 分と るこう配のこと。
大幅に短縮された。1997 年に北陸新幹線が開通する *3 粘着運転方式
特殊な仕組みを使わず、レールと車輪の摩擦
力だけで動くこと。普通の鉄道はこの方式。

と同時に 104 年の歴史に終止符を打った。

碓氷線の開通時、生糸は最大の輸出品で群馬県と長野県は養蚕や製糸の大産地であった。開

歴 通によって物資輸送が容易となり、経済効果はとても大きかった。めがね橋や旧丸山変電所
史
的 などの一連の鉄道遺産は国の重要文化財に指定（1993 年）されている。また、わが国の近代
価
値 化への貢献度が高いため、世界遺産に登録（2014 年）された「富岡製糸場と絹産業遺産群」
の当初の構成資産にも含まれた（絹産業史の観点で絞り込まれた結果、除外されて未登録）。
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２．碓氷峠鉄道文化むらへの取材
碓氷峠鉄道文化むらの詳細を調査するため、私たちは 2018 年２月９日に事務局長の瀧
川広様を訪ねて取材した。
碓氷線の歴史について詳しく教えていただくとともに、
碓氷峠鉄道文化むら開園の経緯や目的などについて、理解
することができた。また、鉄道資料館や鉄道展示館などの
施設を見学させていただいた。まだまだ鉄道に対して知識
不足の私たちは、この取材を通じて学ぶことがとても多か
った。同時に、事前学習することでわずかな知識でも身に
付け、その後に取材することが大切だと認識した。

【取材の様子】

【取材でわかった内容】
【碓氷峠鉄道文化むらが担う役割】
廃線となった跡地を取得し、旧松井田町（現安中市）や JR 東日本の
協力を得て 1999 年４月に開園した。EF63 形電気機関車などの展示と
保存活動を続けるとともに、アプト式機関車など日本初のものや日
本で碓氷峠だけのものなど、碓氷線の歴史を後世に伝えるために、鉄
道資料館や鉄道展示館を設けている。

【碓氷峠鉄道文化むら】

【EF63 形電気機関車運転体験】
EF63 形電気機関車は、急こう配の横川－軽井沢間だけを運行していた機関車である。碓氷峠
のために開発され、ほかの路線では低速のため走ることができない
機関車だ。ここには４両が動態保存されており、これを使った運転体

碓
氷
峠
鉄
道
文
化
む
ら
の
取
り
組
み

験を実施している。非常に人気があり、全国各地から運転体験のため
だけに来場するお客様も多い。１日あたりの定員は 11 名と狭き門で、
予約開始とともに定員に達する日も多い。

【EF63 形電気機関車】

【トロッコ列車シェルパくん】
碓氷峠鉄道文化むらと峠の湯の間を運行している。線路は、廃線とな
った下り線を利用している。上り線は舗装され、アプトの道として整
備されている。峠の湯までの途中には旧丸山駅があり、旧丸山変電所
をホームや車内から見学することができる。トロッコ列車を往復で
利用するお客様がほとんどで、峠の湯で温泉を楽しんだり、アプトの
【

道を散策したりして楽しまれている。

】

【過去に実施したイベント】
展示車両を更新するのは難しいためイベントを開催している。トロッコ列車の夜間運行を期
間限定（夏のホタル祭りや秋の紅葉時期）で実施している。特に旧丸山変電所をライトアッ
プする紅葉の季節の運行は来場者から好評である。ほかにも、敬老の日には来場者の写真を
缶バッジにしてプレゼントしたり、不定期に子ども向けの鉄道教室を実施したりしている。
スタンプラリーも実施したが、１回あたりのゴール達成者は多くても 20 数名である。
【グッズ】
オリジナル商品もあるが、多くのグッズは受託販売となっている。オリジナル商品では、開
園 20 周年を記念した缶バッジを販売している。実際のレールを切ったスライスレールや、線
路にまく滑り止めの砂が入ったお守り、クリアファイルの人気が高い。

3

Create a Bond

よこかる

「発車オーライ！ なるほど 横軽のあゆみ」の実施を通して

【来場者の特徴】
遊園地感覚で楽しむ家族連れや団体旅行客、電車マニアのお客様など多岐にわたる。調査し
たことはないので詳しくは不明だが、リピーターは３～４割だと思われる。

来
場
者
に
つ
い
て

【来場者の居住地】
特に EF63 形電気機関車の運転体験は県外からの来場者が多く、千葉県から２日間通うお客様
もいる。団体旅行のお客様は基本的には県外からバスで来場し、はとバスツアーにも組み込
まれている。また、個人のお客様は県内、県外から自家用車で来場され、鉄道の利用者は少
ないのではないかと思われる。
【来場者数】
12 月～２月は１日あたり 100 人に満たない。春になると徐々に増加して、１か月あたり約１
万人程度となっているが、年々減少傾向にある。

【碓氷峠鉄道文化むら園内図

公式ウェブサイトより】

また、碓氷峠鉄道文化むらのウェブサイトに、管理する一般財団法人碓氷峠交流記念財
団の収支報告書などが掲載されていることを教えてもらい資料を調査することにした。
その結果、碓氷峠鉄道文化むらの売上高に相当する事業収入は年々減少していることが
わかった。一方では、EF63 形電気機関車の運転体験は高い人気を誇り、トロッコ列車の利
用者数とともに高い水準で安定的に推移していることがわかった。
【資料からわかった内容】
碓氷峠鉄道文化むら事業収入の推移
180,000
金
額 160,000
（
単
位 140,000
：
千 120,000
円
）
100,000

172,810

168,345

164,604
149,281

147,534

139,694

133,613

131,736
119,249

2008年度

2009年度

2010年度

2011年度

2012年度
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群馬県立高崎商業高等学校マーケティング部
EF63 形電気機関車運転体験の状況
2013 年度

2014 年度

2015 年度

2016 年度

2017 年度

実施日数

306

313

162

317

313

定員（１日あたり）

10

10

10

11

11

体験者数

2,847

3,006

1,609

3,260

3,180

定員充足率

93.0%

96.0%

99.3%

93.5%

92.4%

※2015 年度は線路補修のため休止期間あり（９月～３月）
※定員充足率：体験者数÷（実施日数×定員（１日あたり））で計算（四捨五入）
トロッコ列車シェルパくんの運転状況
2013 年度

2014 年度

2015 年度

2016 年度

2017 年度

運転日数

194

157

136

145

132

利用者数

59,754

50,396

42,187

50,981

43,275

１日あたり利用者数

308.0

321.0

310.2

351.6

327.8

※１日あたり利用者数：利用者数÷運転日数で計算（四捨五入）

３．鉄道遺産など周辺地域の調査
私たちは、アプト式線路の廃線跡（横川駅－旧熊ノ平駅間）を遊歩道として整備した「ア
プトの道」を散策し、鉄道遺産に直接触れることにした。そこで、2018 年３月 26 日に碓
氷峠鉄道文化むらからめがね橋までを散策し、観光客の様子などを観察した。
【散策してわかった内容】
【横川機関区】
横川は「国鉄の町」と呼ばれるほど、住民のほとんどが国鉄に携わってい
たが、廃線とともに散らばった。横川機関区で残っている建物は、管理棟
と機関車修理工場の２つだけとなった。
【アプトの道】
６つの橋梁と 10 本のトンネルがある。日中のト
ンネル内は、照明が点灯しており歩きやすい。旧
丸山変電所などの鉄道遺産を間近で見られる。
【めがね橋】
正式には碓氷第三橋梁といい、200 万個以上のレ
ンガを使用した４連のアーチ橋で、碓氷峠の人気
スポットとなっている。散策日にも多くの観光客が訪れていた。

４．アンケート調査
私たちは取材を通じて、碓氷峠鉄道文化むらへの来場は県外からのお客様が多いと聞き、
周辺地域の調査でも他都県の自動車を多く見た。

調査日

2018 年３月 30 日（金）
31 日（土）

線への認識などを調べ、今後の研究活動に役立

調査場所

碓氷峠鉄道文化むら園内

てたいと考え、来場者を対象としたアンケート

調査方法

質問紙法

調査をすることにした。

回収人数

250 人

私たちは、来場者の属性や来場の目的、碓氷
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【アンケート調査の主な結果】
(1)来場者の属性など
n:250

居住地

69
27.7%

県内

同行者

49
19.6%

家族
友人
178
71.2%

n:250

交通手段

自動車

70
28.0%

電車
162
64.8%

n:250

19
7.6%

一人

県外

170
68.3%

12
4.8%

4
1.6%

他

n:250

旅行日程

82
32.8%

【アンケート調査用紙】

日帰り
161
64.4%

バス

１泊～

※ラベル表記（以下同様）
上段：回答人数

下段：割合

未記入の回答人数と割合は、ラ
ベル表記しない。

(2)来場の目的など
n:250

来場の目的（複数回答）
200

n:250

来場回数

n:250

滞在時間

193

150
100

63
25.3%

68
44

50

19

9

134
53.8%

49
19.7%

体験

グッズ 時間調整

1時間

2回

2時間
101
40.7%

3回以上

0
興味

53
21.4%

86
34.7%

初めて

3時間以上

他

(3)クロス集計
居住地では県外、同行者では家族連れの来場者が最も多い結果となった。私たちはこれ
らの来場者の回答を中心に違う視点からも着目し、結果をより細かく把握することにした。
来場者の特徴

家族連れが楽しんだ施設ベスト５（複数回答）

・13 都府県から来場しているが、
多くは関東近県居住者である。
・初来場者のうち、碓氷線のことを

90

n:178

79

75

67

64

59

60
44

知らない割合が高い。

45

知っている

知らない

県内 n: 31

12.9%(4 人)

87.1%(27 人)

県外 n:103

34.0%(35 人)

66.0%(68 人)

30
15
0
トロッコ列車

6

ミニSL

あぷとくん

手こぎトロッコ

鉄道資料館

群馬県立高崎商業高等学校マーケティング部
５．調査結果のまとめ
私たちのアンケート調査では、瀧川様がおっしゃっていたとおりに全国各地から来場し
ていることがわかった。調査日で最も遠距離からの来場は、福岡県から EF63 形電気機関車
運転体験に参加するお客様であった。
碓氷峠鉄道文化むらのファンは、私たちの予想以上に全
国各地に存在し、マンネリ化したとはいえ運転体験は誘客
に重要なアクティビティであると感じた。
私たちは調査活動を通して、碓氷峠鉄道文化むらの来場
者に対し、私たちの力で碓氷線の歴史などを伝えていきた
いと強く感じ、結果をまとめて課題を整理していくことに
した。

【アンケート調査の様子】

【調査のまとめ】

碓
氷
峠
鉄
道
文
化
む
ら

取材に関する内容

アンケート結果に関する内容

・ここにしかない展示車両を含めて約 30 両所

・家族連れの来場者が多く、全体の 70％以

有し、EF63 形電気機関車の運転体験の定員

上を占めている。観察した様子では、幼児

充足率は 90％以上で人気が高い。

連れがほとんどであった。また、その多く

・来場者の減少に伴い、事業収入（売上高）も
減少傾向となっている。

は乗り物系の遊具で楽しんでいる。
・来場者の 75％以上は、鉄道に対して興味

・開園以降に展示物が更新されることなく、マ
ンネリ化している。

を持ち、滞在時間が２時間以上の人は
75％以上いる。

・維持・管理のために多額の資金が必要で、車
両などを追加・更新することは難しい。ボラ

・来場回数の割合を見ると、初めての来場者
とリピーターが半々程度となっている。

ンティアが車内清掃などを行っている。

鉄
道
遺
産
な
ど

・アプトの道の散策や、めがね橋を訪れる観光
客は多く、人気のスポットになっている。

・初めての来場者のうち、碓氷峠に鉄道があ
ったことを 70％以上（県内居住者 87.1％、

・横川地区には以前、職員宿舎もあり多くの国

県外居住者 66.0％）の人が知らない。

鉄マンが暮らしていた。敷地内には理髪店
もあるほど１つの町という感じであった。

６．課題の整理
様々な課題が考えられたが「私たちの力で伝えられること」の視点で、この研究で解決
したい課題を絞ることにした。
【解決したい課題】
課

題

家族連れの来場者は展示車両を見たり、乗り物系の遊具で遊んだりして楽しむ一方、鉄道資料館
や鉄道展示館を見学するお客様が少ないこと。
碓氷線の歴史や、信越本線横川－軽井沢間の廃線について、知らない人が増加していること。
展示施設の更新が難しく開園 20 年目を迎えてマンネリ化し、それらを効果的に活用することが
できていないこと。
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Ⅲ

よこかる

「発車オーライ！ なるほど 横軽のあゆみ」の実施を通して

碓氷線の歴史を伝えるイベントを考える

１．研究仮説
わが国の近代化に貢献するとともに、歴史的価値が高い碓氷線について伝えていかなけ
れば、廃線後に誕生した世代が増え続けるため、いつしか忘れ去られてしまう可能性があ
る。今、私たちの力と限られた予算で何ができるかと考えたとき、商業を学ぶ私たちの知
恵で現存の施設を活用したイベントを実施することが最も有効ではないかと考えた。
【研究仮説】
鉄道資料館などの施設を活用したイベントを企画・実施すれば、より碓氷線の歴史を伝えること
ができるとともに、来場者とのつながりを生み出すことができるのではないだろうか。

２．イベント講習会の受講
私たちはイベントを成功させるため、イベントの目的や
企画の方法を学びたいと考え、東京富士大学に依頼し、出
張講義「イベント学概論

入門編」を実施していただいた。

講師は、同大学経営学部イベントプロデュース学科准教
授の大山利栄先生が務めてくださった。私たちはこの講義
を通じて、イベントの特性や特徴、アイデア発想法につい
て学び、理解を深めることができた。最後には、ワークシ

【講義の様子】

ョップもあり、大変充実した時間となった。
【講義の主な内容】
【イベントの特性】
イベントとは、ある目的を達成するための手段の一つで、極め
て正確に、確実に情報が伝達できるメディアである。コミュニ
ケーション構造で考えると、情報の送り手と受け手の間でダイ
レクトコミュニケーションが可能なツールだ。マスコミのよう
な一方向のコミュニケーションでなく、双方向コミュニケーシ
ョンを取ることができる。また、受け手からのパーソナルコミ

マスコミュニケーション

情報の
送り手

イ
ベ
ン
ト
主
催
者

一方向コミュニケーション

目的

参加

イベント
反応

ュニケーションで口コミも十分期待できると学び、イベントの

体感型
情報

ダイレクトコミュニケーション

情報の
受け手 口
コ
ミ
効
果

参
加
者

家
族
・
関
係
者

パーソナル
コミュニケーション

双方向コミュニケーション

【イベントの特性】

有効性を確認した。
【イベント企画】
企画段階では、概要を６Ｗ２Ｈでまとめていくことが有効だと学んだ。また、マニュアルや台本
を作り、常に確認することも大切だという。
【アイデア発想法】
発想法には、活用したことのあるブレーンストーミングのほか、 Substitute
オズボーンのチェックリストを改良した SCAMPER 発想法、マン
ダラートやマインドマップの作成などがあることを学んだ。マ
ンダラートとは、メジャーリーガーの大谷選手が作成したこと

入れ替えできるか

Combine

結び付けられないか

Adapt

応用できないか

Modify

修正できないか
他の用途はないか

で有名なものだ。また、企画のマンネリを打破するために「は

Eliminate

削減できないか

（破）ひ（非）ふ（不）へ（変）ほ（反）」を意識することも大

Rearrange

再編成できないか

切だと学んだ。

【SCAMPER 発想法】
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３．SWOT 分析で強みなどの把握
講義でイベントについて学習し、企画の準備段階として、調査結果をもとに SWOT 分析を
した。同時に、碓氷峠鉄道文化むらにも SWOT 分析をしていただくことにした。これは私た
ちの視点だけであると主観に陥りやすく、客観的に研究が進まないのではないかと考えた
ためだ。
一方、碓氷峠鉄道文化むらでは SWOT 分析の経験がな

Politics

いとのことであったため、私たちはテキストを作成し

政治的要因

て説明した。外部環境分析ではマクロ分析のフレーム

Economy

ワークである PEST 分析を用いると漏れが少ないこと

経済的要因

や、意見集約には KJ 法が有効だとアドバイスをさせて
いただいた。SWOT 分析の結果「これまで気づかなかっ
たことに気づけた」と喜ばれ、商業高校で学んだ知識

Society
社会的要因

Technology
技術的要因

が生かせ、有効性を学ぶことができた。

規制など市場のルール
を変化させるもの
景気など価値連鎖に影
響を与えるもの
人口動態や流行など需
要に影響を与えるもの
IT など、ビジネスに影
響を与える技術の動向

【PEST 分析】

【私たちによる SWOT 分析】
内部環境分析
プ
ラ
ス
要
因

マ
イ
ナ
ス
要
因

Ｓ
強み

Ｗ
弱み

外部環境分析

・日本でここだけのために開発され
た貴重な車両の展示
・ミニＳＬなどの有料遊具が充実
・開園 20 年目となり展示車両や建物
遊具などの老朽化やマンネリ化
・屋外施設のため、気候の影響で来場
者数が変動

Ｏ

・家族連れからの人気
・軽井沢町など周辺に有名な観光地

機会

Ｔ
脅威

・鉄道博物館（さいたま市）など類似
施設の規模が拡大
・少子化による来場者の減少

【碓氷峠鉄道文化むらによる SWOT 分析】
内部環境分析
プ
ラ
ス
要
因

マ
イ
ナ
ス
要
因

Ｓ
強み

Ｗ
弱み

外部環境分析

・碓氷峠のみで使用されていた EF63
形電気機関車の動態保存
・国内で唯一電気機関車の運転体験
・国内有数の急こう配の鉄路
・過疎化、高齢化による人手不足
・屋外部分が多く、天候の影響を受
ける
・施設の老朽化

Ｏ
機会

Ｔ

・外国人観光客の増加
・廃線跡ツアーの人気
・ファミリー層に人気
・国内に同様施設の増加
・少子化によるファミリー層の低下

脅威

※共通部分：赤色文字の下線付き

４．イベントの企画
私たちは２つの SWOT 分析を参考にして、強みを機会に生かす積極的戦略で「伝えるイベ
ント」を企画し、碓氷峠鉄道文化むらに承諾を得ることにした。
(1)セグメンテーションとターゲティング
碓氷峠鉄道文化むらには、電車マニアや家族連れなど様々なお客様が来場している。そ
の中から私たちは、企画するイベントのメインターゲットを定めることにした。それは幅
広い客層を網羅するようなものでなく、セグメンテーションされた客層をメインターゲッ
トとした方が、マーケティングの分野では有効だと学んだためである。そこで私たちは、
9
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よこかる

「発車オーライ！ なるほど 横軽のあゆみ」の実施を通して

主に「碓氷線のことを知らない来場者」を対象としたイベントを企画することにした。
【セグメンテーションとターゲティング】
人口属性基準

地理基準

・小学生以下の子ども

心理基準

行動基準
・アウトドア派

・関東近県の在住者

・鉄道に興味がある

【理由】

【理由】

【理由】

【理由】

碓氷峠に電車が走っ
ていたことを知らな
い世代に伝えていき
たいため。

近県からの来場者が

イベントに積極的・意

屋外施設の多い碓氷

多く、また、知らない

欲的に参加してもら

峠鉄道文化むらを見

人も多いため。

えると考えたため。

てもらいたいため。

・その保護者

・活発的

(2)イベントの立案
イベントの内容について、私たちは学習した SCAMPER 発想法を活用して、アイデアを創
造し、集約していくことにした。初めてのことで難しい作業であったが、一つのアイデア
発想法だけでなく、ブレーンストーミングなど複数を組み合わせることは、様々なアイデ
アの発想に有効だと学んだ。そして、今後碓氷峠鉄道文化むらがイベントを企画する際に、
私たちの企画がモデルケースとなるようなイベントの実施を目指すことにした。
【企画したイベント（案）】
企

画

スタンプラリー

車掌体験

砂絵づくり
食品販売

イベントの概要
・碓氷線の歴史などを学ぶ仕掛け（クイズなど）を作り、園内を回遊させる。
・ゴールした景品として限定缶バッジを作成し、配付する。
・トロッコ列車シェルパくんを利用して、改札（切符処理）と車内アナウン
スの体験を実施する。
・デザインは碓氷線の象徴（めがね橋や電車）となるものにする。
・思い出とともに記念品として持ち帰り、長期保管してもらう。
・カキ氷やクッキーなど安価で手軽に食べられる商品を開発して販売する。

私たちは碓氷峠鉄道文化むらを訪問し、これらのイベントを提案した。また、３月に実
施したアンケート調査の結果と、分析結果をまとめて報告書として提出した。調査報告書
については「今後企画するイベントに役立てたい」との評価をいただいた。
【碓氷峠鉄道文化むらの評価】
企

画

スタンプラリー

評

価

手作り感のあるイベントで実施可能である。缶バッジは、作成キットの準備
はできるが、材料費については検討させてほしい。
改札（切符処理）体験は実施可能である。車内アナウンスは、一般のお客様

車掌体験

が乗車する営業車両での実施は厳しいだろう。ただし、貸し切りトロッコ列
車を運行するのであれば実施可能かもしれない。

砂絵づくり
食品販売

今まで実施したことがなく、大変参考になるイベントである。小さい子ども
の来園が多いため楽しめるのではないか。
食中毒の心配があり、その場合には責任が取れない。
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提案したイベントに対しては「手作り感がありとても良く、概ね実施できる」と、全面
的にご協力いただけることになった。しかし、車掌体験の車内アナウンスと、食品販売に
対しては実施が難しいと評価された。
評価を受けて、私たちはイベントについてもう一度検討
した。その結果、車掌体験の車内アナウンスはどうしても
実施したいとの意見が多数であった。それは「営業中のト
ロッコ列車であるからこそ得られることがある」と考えた
ためだ。私たちは実施が厳しいと評価された車掌体験の車
内アナウンスと、食品販売について代替案をまとめ、碓氷
峠鉄道文化むらに再提案し、検討していただくことにした。

【打ち合わせの様子】

【再提案のイベント】
企

画

再提案の理由と内容

回

答

以前、トロッコ列車は往復利用が多いと伺

帰りの便で実施できるように

車掌体験

い、帰りの便であれば可能ではないかと考

車掌と調整したい。原稿は、事

車内アナウンス

えた。原稿は、通常アナウンスと同様なもの

前に確認させてほしい。

を作成し、私たちが体験者をサポートする。

グッズ販売

売店で販売している鉄道グッズを預かり、

可能である。ただし、受託商品

イベント中に販売したいと考えた。手数料

が多いため、商品管理を徹底し

は無料とし、私たちが POP を作成して販売

てほしい。

する。

交渉を重ねた結果、協力の承諾が得られ、私たちの「伝えたい」という希望を叶えるこ
とができることになった。私たちの思いが碓氷峠鉄道文化むらに伝わった結果だが、悩ん
だ末の承諾という部分もある。実施したいことを実現するには、私たちの力だけではでき
ない部分が大きい。協力が得られることは決して当たり前ではないことを忘れずに、感謝
しながら実践していくことが大切だと考えた。このような気持ちに気づき、学べたことは
今後の日常生活にも生かせると確信した。
(3)イベント名の決定
続いて私たちは、イベント名を考えることにした。案を考えては消えるという連続で、
私たちの思いを表現することが難しかった。試行錯誤の結果、私たちのねらいが伝わるワ
ンフレーズを見つけ、イベント名とロゴを決定した。
イベント名

設定の理由
シールラリーや砂絵づくり、車掌体験の各イベン

発車オーライ！

なるほど

横軽のあゆみ

トを通して横軽（ 信越本線横川－軽井沢間 を指
し、碓氷線の通称）が歩んできた歴史を知っても
らいたいと考えたため。さらに「発車オーライ！」
をつけ、イベントのターゲットである子どもたち
に、元気に楽しく参加してもらいたいという私た
ちの願いをこめた。
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よこかる

「発車オーライ！ なるほど 横軽のあゆみ」の実施を通して

(4)イベントの概要
私たちは、出張講義で学習した６Ｗ２Ｈに基づいてイベントの概要をまとめることにし
た。なお、実施日は碓氷峠鉄道文化むらと交渉を重ね、５日間の連続ではなく２期に分け
て実施することにした。これは、私たちが昨年７月末に実施した八ッ場ダムのイベントで、
雨模様の寒い日が続き、実施が危ぶまれることがあったため、気象によるリスクを避けた
いと考えたためだ。また、分散実施することで、７月 14 日（土）、15 日（日）の１期目に
課題が見つかった場合、７月 26 日（木）～28 日（土）の２期目のために改善を図れるの
ではないかと考えた。PDCA サイクルを活用し、よりよいイベントを実施していきたいため
である。
【決定したイベント概要】
６Ｗ２Ｈ

説

明

Who（誰が）

主催者

Why（なぜ）

実施目的

What（何を）

テーマ･内容

概

要

群馬県立高崎商業高等学校マーケティング部
鉄道資料館などの施設を活用したイベントを通じて碓
氷線の歴史や役割を伝え、より理解を深めてもらう
発車オーライ！

なるほど

横軽のあゆみ

2018 年７月
When（いつ）

実施時期・期間

14 日（土）・15 日（日）
26 日（木）・27 日（金）・28 日（土）の計５日間

Where（どこで）

実施場所

Whom（誰に）

主たる来場者

碓氷峠鉄道文化むら
住所：群馬県安中市松井田町横川 407-16
碓氷線のことを知らない来場者
主として小学生以下の子どもと、その保護者
・スタンプラリー（無料）
園内を回遊させ、碓氷線の歴史を学ぶ仕掛けを用意
・車掌体験（無料）

How
（どのように）

トロッコ列車を利用した改札（切符処理）体験と車
実施方法

内アナウンス体験
・砂絵づくり（有料）
碓氷線の象徴を自ら手作りする体験
・グッズ販売（手数料無料）
碓氷峠鉄道文化むらのグッズを販売

How much
（いくらで）

予算

５万円（材料費・運営費込み）
※部活動の取り組みのため交通費や人件費を考慮せず

【これまでの取り組みの様子】
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Ⅳ 「発車オーライ！ なるほど 横軽のあゆみ」を創る
１．スタンプラリー
私たちは、スタンプラリーを実施することで、園内をくまなく巡ってもらえるのではな
いかと考えた。園内には貴重な展示車両や資料など「ここにしかないもの」が多数あり、
鉄道資料館などの施設への入館を促進し、可能な限り見学してもらいたいためだ。
ラリーの内容の検討にあたっては、実施日が７月で七夕に近いため「星」や、鉄道テー
マパークであるため「切符」をキーワードにしたスタンプラリーなど、複数のラリーを考
えて検討した。その結果、クイズなどのミッションに挑戦しながら園内を巡るスタンプラ
リーとすることにした。私たちのねらいを達成でき、参加者が楽しめるラリーにできると
考えたためである。
(1)スタンプラリーに関する調査
私たちは細部を企画するにあたり、ウェブサイトでスタンプラリーについて調査した。
大変参考になったのは、シヤチハタ株式会社のシヤチハタスタンプラリーというサイトで
ある。それによれば、①回遊性が高まる。②集客・再来場が期待できる。③楽しく学べる
仕組みが作れる。この３点がスタンプラリーの特長だという。
【参考となった事項】
メリット

調査結果から参考とした事項

回遊性の向上

知らなかった店を発見（38.6％）、入ったことのない店に入った（35.1％）

滞在時間の向上

実施日（88.59 分）は、非実施日（64.83 分）と比べて平均所要時間が長い

副次的効果

年代を問わず満足度は高く、完走率は約 55～57％で箇所数の影響は少ない

※シヤチハタ株式会社が大須商店街（名古屋市中区大須）で実施した調査データから考察・引用

大きなメリットが確認できた私たちは、実施
するスタンプラリーの箇所数を定めるため、ア
ンケート調査を実施することにした。伝えたい

調査日
調査場所

2018 年６月 18 日（月）～
高崎駅東口ペデストリア
ンデッキ他、高崎市内

ことが多くても、参加者が楽しめる箇所数を探

調査方法

質問紙法

る必要があると考えたためだ。同時に、参加や

回収人数

300 人

完走経験なども調査した。
【アンケート調査の主な結果】
n:300

参加しやすい箇所数

スタンプラリーの参加

10
3.3%

57
19.0%

62
20.7%

３～５

ある

６～８
233
77.7%

238
79.3%

９～11

商店街など

テーマパーク

図書館や博物館

その他

81

147

70

33

※複数回答

n:300

n:238

13

ない

【アンケート調査用紙】

よこかる

Create a Bond

「発車オーライ！ なるほど 横軽のあゆみ」の実施を通して

私たちは、アンケート調

n:238

査から参加しやすい箇所数

n:238

完走しなかった経験

ラリーシートの保管
20
8.4%

は３～５つだと把握した。

ある

また、完走率は 51.3％で、
シヤチハタ株式会社の調査

ない

122
51.3%

116
48.7%

ある
ない

218
91.6%

結果よりも低い結果となり、
ラリーシートの作成枚数を
決める際に参考とする。

※ラリーに参加経験があると回答した人のみが回答

(2)スタンプ箇所とミッションの決定
私たちは調査結果から、スタンプの箇所数を４つにすることとし、園内のどこに設ける
かを検討した。鉄道資料館や鉄道展示館は貴重な資料が展示されており、碓氷線の歴史を
伝えるために入館を促したいと考えた。さらに、このイベントでは「知って、学んでもら
う」要素を加える必要がある。そこで、伝えたい歴史や知識をクイズとして出題し、挑戦
した参加者にスタンプを押印することにした。碓氷峠鉄道文化むらでは、クイズラリーを
実施したことがあるため、出題内容を確認して差別化が図れるように工夫した。
また、３月に実施したアンケート調査では、家族連れのお客様は乗り物系の施設で楽し
んだとの結果が出ているため、スタンプ箇所にすることにした。クイズだけではなく、乗
り物をミッションに加えることで、参加者が飽きずにゲーム感覚で楽しみながらラリーに
参加できると考えたためである。
【ミッションの内容】
ミッション

スタンプ箇所

クイズ１

鉄道資料館

クイズ２

鉄道展示館

内容とねらい
資料館に展示されている資料を穴埋め問題で出題し、碓氷
線の歴史や役割について理解をより深めてもらう。
展示物の写真を見て、それらの名称を答えるクイズを出題
し、展示物に興味を持ってもらう。
展示車両の一部を撮影した写真を見て、それらの名称を線

クイズ３

屋外展示スペース

で結びつけるクイズを出題し、碓氷線などで活躍した電車
に親しんでもらう。

乗り物

あぷとくん

有料の乗り物に乗車して楽しんでもらう。トロッコ列車は

ミニ SL

車掌体験で利用するため除外した。

(3)スタンプの作成
まず、スタンプの形状について考えることにした。私たちの調査結果では、完走する確
率は約 50％であったため、最後までチャレンジしたくなるような工夫が必要だと考えた。
様々な方法や形状を検討した結果、スタンプを集める楽しさを提供するために「４箇所全
てのスタンプを集めると一枚の絵が完成する」ラリーとした。これはシートをいつまでも
保管してもらう要素にもなると考えたためである。
次に、スタンプのデザインは、私たちのオリジナルとなるように工夫した。碓氷線で活
躍した電車と、碓氷峠の豊かな自然風景や建造物を描きたいと考え、碓氷峠の鉄道遺産の
14

群馬県立高崎商業高等学校マーケティング部
中でも、多くの観光客が訪れている「めがね橋」をデザインすることにした。
続いて私たちは、デザインをもとにしてスタンプを
作成した。スタンプ用のゴムを彫刻刀で掘りながら作
業を進めた。その結果、あさま号のヘッドマークの「あ
さま」と「EF63」の文字を掘ることが難しく、デザイ
ンを再現できなかった。あきらめずに何度も試作した
が、解決することはできなかった。碓氷線の歴史や私

【スタンプのデザイン】

たちの思いを伝えるためには、このデザインが最適だ
と考えており、ほかの方法はないかと最善策を模索し
た。その結果、デザインは変更せず、スタンプをシー
ルに変更して、名称はシールラリーに改めた。ほかの
観点から考えても、スタンプからシールに変更すると
様々なメリットがあることもわかった。
【シールによるメリット】

【試作（スタンプ用ゴム）】

・細かい部分のデザインを表現できる。
・カラー印刷することができ、風景と車両とを区別することができる。
・押印の位置ズレやインクのかすれなどがなくなり、きれいなデザインが完成する。

(4)クイズシートとラリーシート

【クイズシート

表面】

クイズシートは見やすさを考慮し
てＡ４サイズ、ラリーシートは持ち
歩きやすさを考慮してＡ５サイズで
作成した。実施期間中の平均来場者
数は 600 人程度（昨年値）だという。
アンケート調査時の観察から子ども
は全体の 30％程度だと感じている
ため 、ク イズ シ ート は １日 あた り
150 枚を目安に配布することにした。
【クイズシート

裏面】

煩雑にならないようにすっきりとし
たレイアウトで、３種類のクイズを
１枚の用紙にまとめた。

上部には、シールラリーの流れやミ
ッションの内容を記載した。下部に
は園内マップを配置し、ミッション
場所を明記した。

15

Create a Bond
【ラリーシート

よこかる

「発車オーライ！ なるほど 横軽のあゆみ」の実施を通して

表面】

参加者が、シールの貼付位置を間違
えないように、クイズシートの裏面
と同一色の大きな文字で示した。

参加意欲を高めるため、２枚のシー
ル部分を印刷しておき、どのような
デザインが完成するのかと興味を持
ってもらう。

【ラリーシート

裏面】

その場だけの知識にならないよう
にするために、裏面に「豆知識」
を載せることで、知識を持ち帰っ
てもらう。
言葉だけの説明にならず、知らない
人もイメージしやすいように写真を
載せた。

(5)オリジナル缶バッジの作成
ラリーをゴールした参加者に、参加賞としてオリジナル缶バッジを用意する。この缶バ
ッジは、数量限定としてプレミアム感を出すことにした。過去に碓氷峠鉄道文化むらが実
施したラリーのゴール達成者は 20 数名である。また、私たちは１日あたり 150 枚のラリー
シートを配布する予定である。調査の結果から完走率を 50％と想定して、このイベントで
のゴール目標数を 75 人と定め、プレミアム感を出すため１日あたりの缶バッジ配付数を
先着 50 個限定とした。
デザインは、碓氷線の象徴である「アプト式」と「EF63 形
電気機関車」をメインに作成した。アプト式は「歯車」を使
用するため、ワンポイントとして配置し、背景には、ラリー
シールと同様に碓氷峠の自然も表現したいと考え、この峠
の象徴の一つである「めがね橋」とともに描いた。
デザインが完成し、缶バッジの試作に入ると様々な課題
が見つかった。色合いや文字の大きさ、外枠の太さとデザ

【缶バッジのデザイン】

インの直径などだ。これらは缶バッジを作成する際、わず
かに縮小をかけるために生じる。私たちは、アドバイスを
いただきながら作業を進め、試作を繰り返して直径は 52 ㎜、
外枠は５㎜ですべてを解決することができた。その後碓氷
峠鉄道文化むらで缶バッジを作成した。なお、材料は用意
していただいたが、費用は私たちが負担することになった。
【缶バッジ作成の様子】
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２．車掌体験
トロッコ列車は碓氷峠鉄道文化むらと峠の湯の間を往復している。運行日は、土日祝日
のみだ。私たちはトロッコ列車を利用し、子ども向けの車内アナウンス体験と改札（切符
処理）体験を企画した。しかし、その後の打ち合わせで、トロッコ列車では車内アナウン
ス体験、園内を１周する列車「あぷとくん」
（毎日運行）で改札体験を実施することにした。
改札体験の列車を変更した大きな理由は、トロッコ列車の停車時間は 10 分間と短く、多数
のお客様の乗降を処理できないと懸念されるためだ。様々なリスクを想定していることが
わかり、テーマパークのリスクに対する考え方や取り組みを学ぶことができた。
(1)車内アナウンス体験
碓氷峠鉄道文化むらでは、トロッコ列車内で碓氷線のことや園のこと、周辺施設のこと
などを紹介している。この車内アナウンス体験は、その紹介を子どもに体験してもらうと
いう企画である。まず、私たちはアナウンス原稿をいただき、車掌がどのタイミングで、
どのようにアナウンスをするのか、トロッコ列車に乗車して確認することにした。実際に
乗車してみると、伝えたい内容を丁寧に、わかりやすく伝えており「さすがプロ」という
印象を持った。しかし、アナウンス原稿には多くの専門用語も用いられているため、子ど
もたちがこのまま読むのは難しいのではないかと感じた。そこで、アナウンス原稿をベー
スに、オリジナル原稿を作成し、チェックしてもらうことにした。
【アナウンス原稿作成の工夫】
主な工夫点

例や理由

尊敬語と謙譲語は、丁寧語に置き換える。

【例】お願い致します。→おねがいします。

難しい表現をできる限りかみ砕く。

【例】送電→電気を送っていました。

外せない専門用語は用語集として別紙を配付

【理由】用語の意味を理解することで、原稿を

する。

より理解して読めるのではないかと考えた。

私たちが作成した原稿は確認作業の結果、２箇所を修正
された。了解いただいた原稿でテストアナウンスさせてほ
しいと依頼し、営業中のトロッコ列車を利用して実施した。
私たちは車掌からアドバイスをいただきながらアナウンス
したが、想像以上に難しく、イベント時には体験する子ど
もをしっかりとサポートしなければならないと感じた。こ
の結果から、碓氷峠鉄道文化むらと打ち合わせし、体験者
は１便あたり１～２名、１日あたり３便（11:00 発
発

13:00

14:00 発）のトロッコ列車で実施することにした。私た

【アナウンス原稿の一部】

ちは、テストすることの重要性を実感し、自ら体感するこ
とで学ぶこともできた。
【テストアナウンスからわかった内容】
・景色を見ながら、原稿と話し出すタイミングを取ることがと
ても難しい。
・読み間違えると、正しく読まなくてはいけないと余計に緊張
してしまう。
【テストアナウンスの様子】
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(2)改札（切符処理）体験
車内アナウンス体験は土日祝日のみ運行するトロッコ列車で実施するが、この体験は、
毎日運行し、園内を１周する列車「あぷとくん」で実施する。しかし、体験ができる日は
平日の７月 26 日（木）と 27 日（金）の２日間のみとした。毎日実施しない理由は、私た
ちの人数も限りがあり、丁寧な対応ができず参加者に迷惑をかけてしまうかもしれないと
の懸念があるためだ。車内アナウンス体験の打ち合わせで碓氷峠鉄道文化むらから学んだ
リスクに対する考え方に基づいた。名称は、子どもたちが内容を理解できるように「きっ
ぷ切り体験」とすることにし、体験者は発車時刻に合わせて２名までとした。
私たちは、子どもたちに指導ができるように切符を切る
ためのはさみを触らせてもらった。慣れた車掌は、カチカ
チとリズミカルに切れるが、初体験の私たちにはコツがわ
からず、予想外に難しかった。特に力のかけ方がわからず、
子どもは思い切り力を入れるのではないかと感じた。力の
かけ方次第だが、はさみを握ったときに手のひらを挟まな
いように注意する必要があることに気づいた。
【はさみの体験の様子】

３．砂絵づくり
(1)砂絵デザインの決定
砂絵づくりは、デザインの選定に時間を費やした。メインターゲットが子どもであるた
め、親しみやすく作りやすいもの、そして碓氷線に関連するデザインにしたいと考えた。
碓氷峠に関連する風景やめがね橋、おぎのやの釜めし、電車に関連する車体やヘッドマー
ク、碓氷峠鉄道文化むらのキャラクターなどの案をデザインした。試作した結果、風景な
どは色合いをカラー砂で表現することは難しく、作業時間も１時間以上かかり、これでは
参加者も飽きてしまうのではないかと考えた。そこで、作業時間や難易度などの基準で案
を３種類に絞ることにした。その後、碓氷峠鉄道文化むらでマーケティング調査を実施し、
砂絵づくりのデザインを決定することにした。
【私たちが作成した砂絵デザイン案】

【碓氷峠鉄道文化むらのキャラクター】

【ヘッドマーク（特急あさま号）】

調査の結果、特急あさま号のヘッドマークと
EF63 形電気機関車に人気が集中した。私たちは、
この２つのデザインを砂絵づくりのデザインとす
ることに決定した。
同時に行った体験に費やす価格と時間の調査で

調査日

【EF63 形電気機関車】
2018 年６月２日（土）

調査場所

碓氷峠鉄道文化むら

調査方法

シールアンケート

回収人数

185 人

は、価格は 350～650 円、時間は 15～45 分の部分に多くのシールが分布した。そのため私
たちは、この範囲に収めることができるように、試作で調整していくことにした。
18
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【シールアンケートの結果】
n:185

n:185

【アンケート調査の様子】
緑４

赤４

緑 71

赤 23

緑 59

赤 24

※シールの色分け
緑色：大人

赤色：子ども

(2)試作
台紙は、子どもが扱いやすいようにシール台紙を用いることにした。そして私たちは、
決定したデザインで、条件にあうように試作を重ねた。
【試作で改善した内容】
試作で見つかった課題
・砂のサイズ（細かさ）
【理由】大きすぎると、台紙に
うまく貼付できなかった。
・シートサイズとコスト、難

改善策
・砂絵用の細かい砂を用いて試作
した結果、台紙の粘着力に影響な
く、きれいに貼付可能となった。
・作成しやすさや、作業時間を最優

易度の調整

【カット作業の様子】

先に調整を図り、Ａ５サイズと

【理由】サイズが小さければ

した。

コストは削減できるが、難

・すべて私たちで事前にカットし

易度は高くなる。大きけれ

ておき、剥がして砂をかければ良

ば逆となる。また、カッタ

い状態にしておく。

ーを使うのは危険なため。
・砂絵の作成手順
【理由】細かい作業が多く、順
番を間違えると 色砂が混

・シートを剥がす順番や、使う砂を
示したマニュアルを用意する。

・砂は１色ずつカップに入れ、使い

ざるなどして、きれいに仕

やすくする。

上がらない。
【作り方マニュアル】

(3)体験人数と体験料などの決定

体験人数を決めるにあたり、私たちはこの体験を担当できる人数を考えた。他イベント
の担当者数を考慮すると５人が限界である。そこから昨年学んだキャリング・キャパシテ
ィを考えた。これは観光地がお客様の満足度を下げずに対応できる収容の限界値のことで
ある。私たちはキャリング・キャパシティを、１日あたり 20 人と見積もった。１人で４人
担当するのが限界だと考えたためである。
体験料の算出は、砂絵づくりの材料費のほか、他イベントで使用する用紙などの消耗品、
缶バッジの材料費も原価に見積もることにした。このイベントは、すべて自己資金で実施
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したいと考えているためだ。
その結果、見積総原価は 49,000 円となり、砂絵づくりの
延べ体験者 100 人（実施日５日間×１日当たり 20 人）で見
積もると１人あたり 490 円になった。そこで、体験料はワ
ンコインの 500 円とし、碓氷峠鉄道文化むらの承諾を得た。
また、用意する砂絵の内訳を検討した。調査では人気が
二分し、子どもの人気はほぼ同数であったため、各デザイ
ン 60 枚ずつを用意することにした。これは、余分な材料費
の計上と機会損失の発生を避けたいと考えたためだ。

砂絵関連費
（台紙・色砂・フレーム）
\27,000
他イベント関連費
（シールシート・用紙）
\7,500
缶バッジ作成費
\7,500
販売促進費
（黒板・用紙）
\7,000
合計
\49,000
【原価の見積り】

４．グッズ販売
私たちは商業高校で学んだ知識を生かして、碓氷峠鉄道文化むらが販売するグッズを販
売したいと依頼し、承諾していただいた。私たちは入園するすべてのお客様に紹介したい
と考えて交渉し、入園口付近に設置するイベントテントで販売することを許可された。
(1)グッズの選定
販売するグッズは、私たちが選定することになり、ここでしか買えないオリジナルグッ
ズを中心に選んだ。
【販売予定のグッズ】
グッズ

選定理由
開園 20 周年記念で作成した期間限定のオリジナル商品のため。

20 周年缶バッジ・マグネット

缶バッジ５個セットは、プレミアム感を出すため、特急あさま号
のヘッドマークの缶バッジが入る（ほかは単品販売がある）。

クリアファイル
定規
スポーツタオル
Ｎゲージ特急あさま

鉄道 DVD

イベント全体の統一感を図るため、EF63 形電気機関車と特急あ
さま号の２種類とした。
車体の帯色が国鉄色（赤）と、ここでしか販売していない商品で
ある JR 色（緑）の２種類とした。
小さな子どもに人気がある商品だと聞き、イベントのメインター
ゲットと重なるため。

(2)POP の作成
私たちはグッズを決定し、オリジナルの手書きの POP を作成することにした。授業で学
習したように、お薦めする理由や特徴を私たちの言葉で記載するように心がけた。
【作成上の工夫】
・すべてを同一色の用紙に記入するとともに、手書きで統一感
を持たせた。
・グッズの特徴がわかりやすく伝わるように、シンプルなデザ
インにした。
・POP をラミネート加工することで、切れたり折れたりしない
ようにした。
【作成した POP】
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５．イベント POP の作成
(1)イベント告知用 POP
このイベントは２期に分けて実施するため、実施日を基
準としてイベント内容を記載した。そして、私たちは昨年
の活動で、来場者は事前に目的地を調査すると学んだため、
この POP は碓氷峠鉄道文化むらのウェブサイトなどへの掲
載のほか、園内にも掲示していただき告知することにした。
【作成上の工夫点】
・電車の先頭車両や切符などを用いて、鉄道関連のデザインで
まとめた。
・砂絵づくり以外の参加費は無料だが、有料の乗り物への乗車
が必要なものもあるため、赤色文字で強調した。
【イベント告知用 POP】

(2)来場者配布用チラシ
来場者にイベントを告知するため、配布するチラシを作
成することにした。私たちは、過去の販売活動を通じて、
消費購買行動である AIDMA の法則の重要性を認識している。
このイベントでも、来場者とダイレクトにコミュニケーシ
ョンを取り、来場者の興味を探り、関心を示したイベント
をお薦めしたいと考えたためである。
【作成上の工夫点】
・すべてを手書きにすることで、私たちの手作りイベントであ
ることをアピールし、興味も引きやすくした。
・イラストや吹き出しをワンポイントで入れ、より強調すると
ともに、親しみやすさを出した。
【来場者配布用チラシ】

(3)POP 黒板
入園口付近に設置するイベントテントでは、シールラリ
ーの受付と缶バッジの配付、グッズ販売を行う。テントは
来場者全員の目に触れる位置に設置するため、イベント内
容を簡潔にまとめた POP 黒板を設置することにした。
【作成上の工夫点】
・読みやすさと見やすさを重視して、参加費や受付時間など、
重要なことを簡潔に記入した。

【POP 黒板作成の様子】

【これまでの取り組みの様子】
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Ｖ 「発車オーライ！ なるほど 横軽のあゆみ」で伝える
１．１期目の実施
私たちはこれまでの準備期間を通じて、様々な視点で万全の準備を整えてきた。１期目
は、2018 年７月 14 日（土）と 15 日（日）に実施した。３連休であるとともに、15 日（日）
は JR 信越本線の SL 運行日とも重なり、猛暑の中でも多くの来場者で賑わった。
(1)参加者の様子
【シールラリー】

【砂絵づくり】

【車掌体験（車内アナウンス）】

【グッズ販売・受付ほか】

(2)１期目から学んだこと
私たちは、２日間を通じて様々なことを学ぶとともに、万全に準備してきたつもりだっ
たが、参加者からご指摘をいただくこともあった。
【学んだこと】
学んだこと

事

由

参加者を観察し、タイミングに応じて適切なひと声をか
・目配り、気配り、心配りの大切さ

けたり、視野を広くして行動したりすることが、参加者
の満足度や笑顔につながる。

・コミュニケーション力と対応力の
大切さ
・イベントの特性の再確認と SNS の
有効性

参加者や部内に対して、わかりやすい説明をしたり、情
報を共有したりすることで、余計な誤解を生まない。
出張講義で学んだイベントで の口コミ効果を参加者の
SNS によって確認し、広がりを実感した。
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２．２期目へ向けた改善
私たちは２期目の実施に向け、改善を図るべき課題を整理した。すべての課題を改善す
ることも考えたが、１期目と２期目の参加者に不公平感を与えず、参加者が感じる不便さ
や不満を可能な限り解消するような改善策とした。
【見つかった課題と改善策】
イベント

課題
・シールの剥がしづらさ

シールラリー

改善しない理由

【改善策】ラリーシールは、剥がしやすいように４
角のうち１角に折り目をつける。可能な限り私た

・鉄道資料館クイズの答え

ちが貼り付け、シールごみを回収する。また、ク

・アナウンスが順調に進ん

（車内アナウンス）

だことによる空白時間

・使用する色砂のわかりづ
砂絵づくり

らさ
・机上に残るシールごみ

グッズ販売

あるいは

・園内にシールごみが散見

が見つけづらいとの不満
車掌体験

改善策

・商品知識の不足

イズの難易度は下げずに案内係を配置する。
【改善しない理由】原稿を増やすことを考えたが、
初見原稿を順調に読めない可能性があり変更せず
に、私たちが会話を心がけて空白時間を埋める。
【改善策】砂と見本に番号を付け、砂の区別を容易
にする。作業机の横にごみ袋を設置したが、気づ
かなかったり、少し距離があるために不便だった
りしたため、簡易のごみ箱を作成して机上に置く。
【改善策】事前に確認していたが、もう一度グッズ
に関する知識を係内で共有する。

【改善の様子】

３．２期目の実施
２期目は、2018 年７月 26 日（木）～28 日（土）に実施した。子どもたちは夏休みに入
り、家族連れの来場が目立った。しかし、28 日（土）は、関東地方に台風 12 号の接近・上
陸が予想され、予定の変更を余儀なくされた。
(1)参加者の様子
【シールラリー】

【砂絵づくり】
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【車掌体験（きっぷ切り）】

【グッズ販売・受付ほか】

(2)台風接近によるイベント変更
多くの来場者が見込める７月 28 日（土）は、台風 12 号の接近が
予想され、私たちは前日 27 日（金）の 14 時から翌日の各イベント
内容を検討した。実施することでどのようなリスクがあり、それを
私たちが完璧に取り除くことができるかという視点で考えた。
【検討の様子】

【実施予定イベントの検討結果】
予定イベント

実施可否

シールラリー

中止

砂絵づくり

実施

車掌体験
（車内アナウンス）
グッズ販売

中止

中止

理

由

屋外施設の利用やクイズがあり、子どもが強風
にあおられたり、飛来物があったりする可能性
があり、危険度が高いため。
屋内施設の鉄道資料館で実施するため 安全と
判断した。実施する唯一のイベントとして、来
場するお客様に楽しんでもらいたいため。

【7/28(土)の POP 黒板】

トロッコ列車は運行予定とのことであったが、
暴風雨の心配があり、安全が十分確保できない
と判断したため。
屋外販売で、商品の管理を万全にすることがで
きないため。
【7/28(土)の園内の様子】

(3)２期目から学んだこと
２期目は天候に大きく左右された３日間であった。だからこそ、私たちは大切なことを
学ぶことができたと考えている。
【学んだこと】
学んだこと

・リスクマネジメントの大切さ

・PDCA サイクルの有効性

事

由

７月 28 日（土）は予報よりも雨量は少なく、日中は雨が
止み晴れ間ものぞいた。判断を先延ばしすれば、全イベ
ントが実施できたかもしれないが、中止という判断は正
しかったと確信している。これまでの準備を考えると実
施したい気持ちはとても強かった。しかし、参加者の安
全を第一に考えると立ち止まることも必要だと学んだ。
１期目の課題を改善し、２期目を実施したことで、お客
様からもご指摘をいただくことはなかった。
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Ⅵ

イベントを検証し、つながりを継続する

１．イベントの実績
５日間のイベントの実績は以下のとおりである。なお、シールラリー（完走者）の人数
は、缶バッジ配付（各日先着 50 名）終了後も受付に訪れた参加者も含めた人数である。
【イベント参加人数とグッズ販売金額】
日付

【会計報告】

シールラリー（完走者） 車掌体験（車内アナウンス） 車掌体験（きっぷ切り）

砂絵づくり

グッズ販売

7/14（土）

51 人

６人

-

20 人

\9,586

7/15（日）

89 人

６人

-

20 人

\23,673

7/26（木）

69 人

-

10 人

20 人

\7,726

7/27（金）

74 人

-

14 人

20 人

\8,171

7/28（土）

中止

中止

-

20 人

中止

収入の部
砂絵づくり
\50,000
支出の部
砂絵関連費
\31,701
他イベント関連費
\7,060
缶バッジ作成費
\7,500
販売促進費
\3,690
差引残高
\49

２．研究仮説の検証
イベントの参加者と碓氷峠鉄道文化むらの関係者にアンケート調査を実施し、私たちの
取り組み状況を評価していただくことにした。
(1)参加者評価（対象：イベント参加者

方法：質問紙法）

【アンケート結果】
・参加したイベントに対する評価（平均値）
満足度

手軽さ

碓氷線への理解度

3.50

3.42

3.42

※最大値：４

n:213

最小値：１
n:213

評価の内訳
100%

高(4)
6
5

80%

やや高(3)

やや低(2)
6
13

【アンケート調査用紙】

【寄せられた主なご意見】

低(1)

・古いものが大切に扱われていることに感動し

5
8

た。現在のものの豊かな時代に改めて教えさ
せられた。

79

80

93

・クイズが難しすぎて、途中で断念した。

60%

・ポスターなどをもう少し大きくして、イベン
40%

ト感があると良いと思った。
123

114

107

20%

・雨天のため、外で遊べなかったのは残念だっ
た。しかし、砂絵が作れたうえ、子どもの性

0%
満足度

手軽さ

格が砂絵づくりからもわかり楽しかった。

理解度

(2)関係者評価（対象：碓氷峠鉄道文化むら職員

方法：質問紙法）

【アンケート結果】
①イベントに対する評価（平均値）
シールラリー 砂絵づくり
4.00
※最大値：４

4.00

②取り組みに対する満足度（平均値）

車掌体験（車内アナウンス）

車掌体験（きっぷ切り）

満足度

3.40

3.00

3.80

最小値：１（①・②共通）

n:５
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【寄せられた良かった点や改善点】
・お客様に対して、イベント参加を積極的に呼びかけていて
素晴らしい。
・来場者に今までになかったイベント（砂絵づくりなど）を
楽しんでいただけ、鉄道資料館などにも多くのお客様に入
館してもらえており、今後の参考にしたい。
・屋外施設のイベントのため、看板が少し小さかったような
気がした。
【アンケート調査用紙】

(3)検証
私たちは、イベント参加者と関係者の評価結果から研究仮説の検証を行うことにした。
【研究仮説】
鉄道資料館などの施設を活用したイベントを企画・実施すれば、より碓氷線の歴史を伝えること
ができるとともに、来場者とのつながりを生み出すことができるのではないだろうか。

【検証】
参加者の満足度（平均値 3.50）と理解度（平均値 3.42）がともに高く、関係者のシールラリーと
砂絵づくりに対する評価（平均値 4.00）も高い結果であった。加えて参加者には手軽（平均値
3.42）に参加してもらえ、鉄道資料館などへの入館を促すことができた。このことから私たちの
実施したイベントは、碓氷線の歴史を伝えることに有効であったと判断でき、イベントによって
伝えるべき事柄と来場者とのつながりを生み出すことができたと考えられる。

３．課題と今後の継続性（展望）
(1)課題
イベントの企画・実施を通して、私たちは全体的な課題も把握した。さらなるつながり
を生み出すため、今後に向けて改善を図りたいと考えている。
【課題と今後の取り組み】
イベント関連

私たち関連

【課題】

【課題】

碓氷峠鉄道文化むらという狭い範囲でイベ

イベント主催者として、主体性や行動力が不

ントを実施し、参加者のみに碓氷線の歴史を

足していた。また、参加者から「イベント感」

伝え、つながりを生み出す結果となった。

が欲しかったとの意見もあった。

【今後の取り組み】

【今後の取り組み】

碓氷峠を訪れる観光客は多いため、地域（安

イベントの企画・実施を通じて学んだことを

中市）や他施設にも協力を仰ぎ、対象者を広

生かし、参加者に楽しんでもらえる対応力と

げたイベントを開催し、碓氷線の歴史だけで

実践力をさらに身に付けていきたい。

なく地域の魅力も伝えていきたい。

(2)今後の継続性（展望）
イベント実施後には、碓氷峠鉄道文化むらから売店に掲示する手書きの POP 作成を依頼
された。私たちが作成した手書きの POP を見て、パソコンを用いた活字では得られない温
かみと素晴らしさを感じたという。
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私たちは早速、碓氷峠鉄道文化むらを訪問し、対象のグ
ッズを確認して特徴などを取材した。そして、作成した手
書きの POP を売店の担当者とともに、見え方などに注意し
ながら掲示した。今後も、随時更新していく予定である。
また、私たちの活動を知った JR 東日本高崎支社安中駅駅
長の中島重之様から「持続可能なイベントであり、JR 東日
本に力を貸してほしい」と依頼された。そこで、私たちは

【作成した POP の掲示の様子】

2018 年８月 28 日に安中駅を訪問し、JR 東日本高崎支社が
実施したイベントや SL の運行状況などを取材した。その結
果、SL は信越本線高崎－横川間を月に２日程度、１日あた
り１往復運行しており、とても人気があることを知った。
一方、折り返す横川駅では、往路到着（10:49 着）から復路
出発（15:15 発）までに４時間超を要し、乗客にどう過ごし
てもらうかが課題で、私たちの知恵が必要だという。
私たちは、碓氷峠鉄道文化むらや JR 東日本、地域社会の

【安中駅駅長への取材の様子】

協力を得て、碓氷線の歴史に加えて地域の魅力が観光客に伝わるイベントの実施に向け、
準備を開始した。碓氷峠鉄道文化むらによる SWOT 分析で挙げられた「外国人観光客の増
加」や「廃線跡ツアーの人気」などの機会を生かしたイベントを企画したいと考えている。
このイベントを通じて私たちは、商業高校で学んだ知識や技術が碓氷峠鉄道文化むらや
JR 東日本にも伝わり、私たちとの新たなつながりを生み出すとともに、持続可能なイベン
トのモデルケースにすることもできたと考えている。そして、私たちの活動によって、つ
ながりは今後も広がり続けていくものであると確信している。
４．研究を振り返って
碓氷線と呼ばれた信越本線横川－軽井沢間が 1997 年９月 30 日に廃止されて 21 年が経
過し、私たちを含めその事実を知らない世代は増え続けている。私たちは、わが国の近代
化に貢献し、歴史的価値の高い碓氷線について伝えるため、伝えたい「事柄」と「相手」
を結びつける役割を果たしたいと考えて活動してきた。マンネリ化したといわれる展示物
や施設を活用したイベントは、碓氷線の歴史と碓氷峠鉄道文化むらへの来場者との間につ
ながりを生み出し、参加者に対して碓氷線の歴史を伝えることができたと考えている。
碓氷峠鉄道文化むらとの打ち合わせでは、私たちの考えを的確に伝えることができず、
文章力や表現力の大切さを学ぶとともに、伝えることの難しさも実感した。イベント中は
参加者と様々なやり取りがあり、園内を案内することや碓氷峠鉄道文化むらへの問い合わ
せを受けることもあった。一人ひとりがイベント主催者として「参加者のために行動する」
ことが重要とされたこのイベントで、自ら判断したり、行動したりすることの大切さを学
んだ。同時に、このことを意識した言動は、私たちの思いを伝えることにもつながり、必
ず結果に結びつくことを実感した。
私たちは、このような素晴らしい経験をさせていただいたことに感謝し、今後も商業高
校でさらに学びを深めていきたいと考えている。それは、何かと何かのつながりを生み出
すことが、商業に求められた役割や活動だと実感することができたためである。
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Create a Bond

よこかる

「発車オーライ！ なるほど 横軽のあゆみ」の実施を通して

○企画・運営協力
・碓氷峠鉄道文化むら（企画・運営）

・高崎市（アンケート調査）

・東京富士大学経営学部イベントプロデュース学科（講習）
・JR 東日本高崎支社安中駅（取材）

○報道
・東京新聞（2018 年７月 13 日掲載）

○参考資料

書

・上毛新聞（2018 年７月 1５日掲載）

籍

ウェブサイト

・碓氷峠を越えたアプト式鉄道（清水昇）

・安中市

・碓氷峠鉄道施設ガイドブック

http://www.city.annaka.lg.jp/

（安中市教育委員会）

・碓氷峠鉄道文化むら

・基礎から学ぶ、基礎からわかるイベント

http://www.usuitouge.com/bunkamura/

（一般社団法人日本イベント産業振興協会）

・シヤチハタ株式会社
https://www.shachihata.co.jp/
・RESAS 地域経済分析システム
https://resas.go.jp/

〒370-0041

群馬県高崎市東貝沢町三丁目４番地

TEL 027(361)7000 / FAX 027(364)6148
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