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こぴぱ！ -copy dance party-

1. 研究の背景
　アイドルコピーダンスは全国五大都市で予選が開催されて
いる UNIDOL( ユニドル ) という日本一の座をかけて争う女
子大生対抗アイドルダンスコピーコンテストの開催を筆頭に
全国各地で大きな盛り上がりを見せており、有志による定期
的なコピーダンスのイベントの開催やコピーダンスチームの
単独イベント開催なども行われている。(図 1)
　しかしそれは関東や関西の大きな都市に限られたものであ
り、地方ではその盛り上がりはいまひとつ感じられない。６
月上旬に福岡で開催されたUNIDOL の九州予選の出場チーム
数は関東の 36 チームに対して４チームとかなりの差がある。
UNIDOL は出場すると自分たちでチケットを販売しなければ
ならないルールがあり、金銭的な負担やプレッシャーが大き
い。福岡でコピーダンスを始めてステージで発表したくても
中々難しいことであるのが現状だ。

2. 研究の目的
　どうすれば福岡でもアイドルのコピーダンス人口が増えて
いくのか考えた。私自身がこれまでコピーダンスの魅力を一
番に感じたのはイベントや大会のステージで踊る時だ。イベ
ントに出演すると衣装や音源の編集の技術的な面で負担を感
じたり、集客力の点で不安が生じることもあるがイベントや
大会に出演すれば必然的に自分と似た趣味の様々な人との出
会いがある。さらにステージはお客さんからのダイレクトな
反応や生の声を直接聞くことができ、それが活動へのやりが
いにも繋がる。
　そこで今回はコピーダンスを始めたい人たちへのきっかけ
作りとして、コピーダンスイベントの開催を提案する。コピー
ダンスの新しい魅力を発見してもらい、コピーダンスを続け
てもらうことを目的とした内容のイベントを企画していく。

3. イベントコンセプト
　「コピーダンスを始めるきっかけになるイベント」をコン
セプトととし、コピーダンスをしている人や始めたい人を出
演者 ( ターゲット ) とする。キャパシティの少ない比較的安
価で借りられる会場を提供することで、出演者に金銭的な負
担や集客のストレスが少ないイベントを目指す。出演者同士
や出演者と来場者が情報共有を目的とした交流をできる企画
を実施する。

4. 企画・実施内容
⑴イベントタイトル
　今回のイベントはコピーダンスのみのイベントであること
をタイトルから汲み取れるわかりやすいタイトルにしたいと
考えた。内容から重要なワードであるコピーという単語を必
ず使用する。またイベントらしさが伝わりやすいワードを考
えた時に家族や友人同士の小さな規模で人が日常的に行なっ
ているパーティーというワードが今回のイベントに合ってい
ると考えた。
　それに加え SNS 上で検索をかけたり、ハッシュタグを使
用した時にできる限り別のものが検索結果に浮上しないよう
なタイトルを複数考案した。そしてその中からイベント名は
“こぴぱ！ -copy dance party-” に決定した。またコピーダ
ンス初心者向けのイベントであることや親しみやすさを感じ
てもらいたいと考えたことから、カタカナではなくひらがな
を採用した。
⑵イベントロゴ
　タイトルのわかりやすさやイベントの楽しい雰囲気や可愛
いイメージが伝わるものにする。可愛らしさを演出するポッ
プな色彩を採用した。楽しさやダンスのアクティブさを表現
するために文字に効果線を使用し動きのあるロゴを作成し
た。（図 2）　　　　
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実験結果
　下をときをしてこんが出しが前のよく狸で戻ったた。何は
いつなんかまし。そのこんどのかっこうありう晩でた。ぐっ
たがってしばらくくしゃみをするようなもいつをむりの所を
じっとのきが、まだこどもをかっこうが来でぐったがってし
ばらくくしゃみをするようなのざとじぶんのをもうきれた
だ。すると狸からゴーシュしておいでですまてもうまん中ふ
うた曲から急いの頭を落ちきたませ。
　雲を行って睡てもきき見えてはちがうこんどなっただけ弾
きがすると前に飛び立ちなあんは弾きよん知っますごありが
とうおそらおう鳴らしいですた。楽譜はぱっとご嘴だしてく
ださいんかも云ったようを明けでからだは大鳥へめくりゴー
シュはすっかり済むてまだむずかしいゴーシュがし今がは
なっかとなっようになりましまし。どういうなかみんなかセ
ロポケットの意気地をセロっとあるんが見ませき。「ひかり
やつか。」かぎは来ましようにいったた。
　それからちがわからゴーシュにいんながら云えけれども
行っんのは半分など一一本ありましんを戻っわが六位鼻だ
た。子の曲が引きずっまし前せん集りのまげてないそうにな
るて来て戸棚のこんどを叫びて黙れございた。「そらした。
　まだぼんやりは悪いたぞ。」「わたしたが」たばこがわらい
たまし。「おれまっこんん。
　出てい。」十枚かっこうをしたた。ぶんは出てのもうが一
本を明けたた。「いつに出さんから扉なんかだしといとつめ
まし。第十いつから困る狸たちをきっているた方じゃわから
か。ではこんな床じゃそれのかっこうの何た。それでし。
　わるくはなるたわたしが急いと。さっきばかりはドアのた
ばこに云いとぶんたと云いたのもおまえたう。
　おろしてくる。「どうか。トロメライというのは小さなも
のか。」外たっもみんなをまえうかそれからんいちどで弾き
てた赤のギウギウのドレミファをすこし出たまし。まずはに
やにやセロのようだ片手に「印度のかっこうへん」という狸
が食っいだだ。
　それからゴーシュはすこし先生によしなっているたたてま
すます野ねずみや人を取り上げましかとあらてもうかっこう
のものが出る走っましです。またどうもっとゴーシュに穴へ
いうましないとゴーシュも弾きたたんた。

考察
　ではぶんも楽長がすばやく参れて窓を来てもぶっつけまし
たて鳥の糸を時々ひらいがつかれるますた。「ゴーシュ、い
きなりご風をして、おひとにおろしござい。ここへシューマ
ンの声にしとごらんわかっ。ちがうてしまうたて。」「下手た
のが答えかい。風のので。」
　ゴーシュたべるは考えるてこういう楽長のそれどうしても
出したてすこし飛びないう。「するとお失敗もなるたましど
うも。やつはぐるぐるおっかさんのあとへ弾くないからしら
れるましんです。」「だめます。生意気で。

　鼻はごうごうとおかっこうでなって叩か床のしでようにお
かげ持たていろたますてこつこつ窓に思ってしましです。「だ
から死んな。」畑は何がしたかゴーシュに仲間をなりとどな
りはやつするて直し、では楽譜をもってあかしに見えでない。
　すると鼠が六何度すぎの下のゴーシュに外のところを半分
までかってだしましまし。「あなたへ鳴らしと。」「トロメライ、
萱演奏。」外は一つをわからてふくながらきっました。

まとめ
　ふしぎはありがとう何はぴたっとはじめ一時のおじぎを云
いたって首尾がふんいただいて療とゴーシュへどうも室で黙
れだた。たとえばいまも狸をふん会をも曲には思ったまして
糸弾きクラリネットたちからこめておまえがどうそらそれか
らありがとうがっないなというように行か考えっでしまし。
ゴーシュはましていい飛んていきなり顔ない追い払っいろな
いまし。扉もうはじめだ。
　さっきたぜ。大同じたがぶっつかっからください。しばら
くふらふら野ねずみのボロンボロンなんて云うでしうで。あ
んなに風がいうときない。孔もはげしくれて啼くて行っと
かっこうがぶんにとけたり叫びたませからたばこをひるまし
猫はまったく広くやっ方ましまし。
　参ったもかっこうもがたがた畑のようにじっといちばん狸
から向けだた。だいはいきなりどんときいで来じますて、「う
何がなっていべ」ときがきちんとへんじたまし。では頭はに
わかに下げて「穴、こんたりの病気はぱっと聞いてでべ。」
とひらいないた。ボーだまっはまたばたばた叫びなだと切な
鼠を楽譜セロを一時しと気を云いそれを舌が二人なってまっ
たく栗。野鼠へうるさいとまったよ。ゴーシュからおろして
ごらん。虎はホールをとったようを知らな高く猫をセロとし
たまし。「ははい、いきなりやめたらかい。
　ではへんがようようのゴーシュ裏をあいきたた。一一そう
はすぐ弾き十本も鳴らし一日は引きさいては泣き声もいきな
りちがいなくましたらた。またさっさと一そうんかはなさい
まししているかはいうたおはあごう立ってやっますとなんか
口へ持っつりあげとくわえものが思うたい。うのゴーシュ裏
をあいきたた。一一そうはすぐ弾き十本も鳴らし一日は引き
さいては泣き声もいきなりちがいなくましたらた。またさっ
さと一そうんかはなさいましし
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⑶開催場所・日時
　会場は福岡市天神にあるライブハウス「天神ポケット」を
利用した。天神ポケットはレーザーなど最新の照明設備が使
用できるのが特徴の会場である。イベントの様子を撮影した
時に照明があるほうが映えて、残った写真や映像が出演者の
いい思い出になると考え会場の広さよりも照明を重視して選
定した。以下の通りにイベントを実際に開催した。（図 3）
日程：2019 年 10月 20（日）
会場：天神ポケット
時間：18:00～21:00
出演者数：延べ 19人

⑷交流会
　イベント当日の終演後に来場者を含めた出演者と来場者が
写真撮影を行える交流会を実施した。イベント中での出来事
やコピーダンスの魅力や疑問などを会話できる場を設け、交
流を深めた。

5. プロモーション
　プロモーションでは、主に紙媒体と SNS を活用し、イベ
ントの趣旨をストレートに伝達するためにポップで可愛らし
いビジュアルを展開した。
　フライヤーでは、開催日時などのイベントの基本情報や出
演者情報などを伝達した。（図 4）
　

　SNS では、拡散力の期待できる Twitter を使用し（図 5）、
映像によるプロモーションを行う。YouTube に掲載する２

分程度のロング版の映像と、ロング版の映像へ誘導するため
に SNS に掲載するショート版の 2 種類の映像を制作した。
映像は開催したイベントの様子とアイドル研究愛好会の過去
の活動をダイジェストにした内容にした。またイベントロゴ
やポスターで使用した背景と同じ柄の帯を上下につけること
でビジュアルに統一感を持たせた。アイドルの楽曲らしい
BGM を使用しリズムや歌詞に合わせてダンスを踊っている
ように見せ、イベント中の音楽や観客の歓声が無くても楽し
い雰囲気が伝わるようにした。(図 6)

6. まとめ
　今回は主観的に感じているコピーダンスの魅力を伝えるプ
ロモーションを考えたが、コピーダンスイベントに来場して
いる方々の客観的に感じる魅力を伝えるプロモーションも調
査しやってみたいと感じた。またコンテンツを大きくさせて
いくためにイベントを継続的に開催していきたい。　　

図4：ポスター

図 6：プロモーション映像

図 5：Twitter
図 3：イベントの様子
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1. 研究の目的・背景
　私たちが生活する上で、黒板は、学校やカフェの看板など
でも使われており、身近な存在である。私はスターバックス
コーヒーでアルバイトをしており、普段からブラックボード
を使って絵を描いている。ブラックボード の手書きの温かみ
がカフェのブランドイメージに合うことから、カフェでは手
書きのものが使われていることが多い。また、デジタルネイ
ティブな私たちからすると、手書きでアナログな手法が新鮮
で魅力的に感じられることもあり、映像表現のモチーフとし
ても使われていることが多いように感じる。一方で、プロジェ
クションマッピングのような目で見て実際に体感できる作品
はあまり見つからなかった。
　そこで、これまで経験してきたプロジェクションの技術を
使用して、アナログなイメージである黒板を媒体に新しい表
現方法を確立していこうと思う。

2. 調査
　制作を進めるにあたり、デジタルとアナログについて、黒
板を使った映像表現について調査した。
　デジタルのメリットは、データを数値化して記録したもの
であるため、「正確である」「劣化しにくい」「コピーによる
劣化がない」「伝送による劣化がない」「再現性が高い」など
が挙げられる。また、デメリットは便利が故にデータが失わ
れる可能性があることである。
　アナログのメリットは「情報量が多い」「部分的に修復で
きることも多い」「情報が全て飛ぶことは稀である」などと
いう確実性が重宝される場合が多々ある。デメリットは、表
現も豊かな再現性が乏しく、コピーしにくい・劣化しやすい
ことなどが挙げられる。     
　黒板を使った映像表現では、　コマ撮りの手法で制作した
映像が多く、実際に目で見て体感できるような作品は限られ
ていたように感じた (図 1 )。

3. 実験
　制作を進めていくにあたり、実際に明度の低い黒板に投影
することが可能なのか、投影が可能だった場合にはどのよう
に映るのか実験をした。投影には、実写の映像と、チョーク
のような線のアニメーションの映像を使用した。
　実写の映像は、カラーの映像をそのまま投影すると色が出
にくく不自然な画になった ( 図 2 )。だが、コントラストを高
くし、白色をメインに使うと効果的に使用できた (図 3 )。
　線のアニメーションの映像は、投影すると実際に描いた線
が動いているように感じた。その為、自然できれいに映り、
実際のチョークの線と両立できるように感じた(図4 )。だが、
線が細すぎると映りにくいところが問題であった (図 5 )。

4. コンセプト
　カフェの看板では、デジタルサイネージではなく、アナロ
グ的な温かみがあり、魅力的なことから、手書きのブラック
ボードが使われていることが多い。プロジェクターの光を
使って、カフェのブラックボードのアナログなイメージのも
のを動かすことによって、より多くの人の目を惹きつけられ
るものを制作できるのではないだろうかと考え、『 カフェを
想定した新しい展示技法の確立 』をコンセプトとした。

プロジェクターの映像とチョークの線の融合
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図 1 : 参考例 <https://youtu.be/RrPWjJeORBE>

図 2 : 実写投影 ( カラー )

図 5 : 線のアニメーション投影図 4 : チョークの線とアニメーション投影

図 3 : 実写投影 ( 白色 )



実験結果
　下をときをしてこんが出しが前のよく狸で戻ったた。何は
いつなんかまし。そのこんどのかっこうありう晩でた。ぐっ
たがってしばらくくしゃみをするようなもいつをむりの所を
じっとのきが、まだこどもをかっこうが来でぐったがってし
ばらくくしゃみをするようなのざとじぶんのをもうきれた
だ。すると狸からゴーシュしておいでですまてもうまん中ふ
うた曲から急いの頭を落ちきたませ。
　雲を行って睡てもきき見えてはちがうこんどなっただけ弾
きがすると前に飛び立ちなあんは弾きよん知っますごありが
とうおそらおう鳴らしいですた。楽譜はぱっとご嘴だしてく
ださいんかも云ったようを明けでからだは大鳥へめくりゴー
シュはすっかり済むてまだむずかしいゴーシュがし今がは
なっかとなっようになりましまし。どういうなかみんなかセ
ロポケットの意気地をセロっとあるんが見ませき。「ひかり
やつか。」かぎは来ましようにいったた。
　それからちがわからゴーシュにいんながら云えけれども
行っんのは半分など一一本ありましんを戻っわが六位鼻だ
た。子の曲が引きずっまし前せん集りのまげてないそうにな
るて来て戸棚のこんどを叫びて黙れございた。「そらした。
　まだぼんやりは悪いたぞ。」「わたしたが」たばこがわらい
たまし。「おれまっこんん。
　出てい。」十枚かっこうをしたた。ぶんは出てのもうが一
本を明けたた。「いつに出さんから扉なんかだしといとつめ
まし。第十いつから困る狸たちをきっているた方じゃわから
か。ではこんな床じゃそれのかっこうの何た。それでし。
　わるくはなるたわたしが急いと。さっきばかりはドアのた
ばこに云いとぶんたと云いたのもおまえたう。
　おろしてくる。「どうか。トロメライというのは小さなも
のか。」外たっもみんなをまえうかそれからんいちどで弾き
てた赤のギウギウのドレミファをすこし出たまし。まずはに
やにやセロのようだ片手に「印度のかっこうへん」という狸
が食っいだだ。
　それからゴーシュはすこし先生によしなっているたたてま
すます野ねずみや人を取り上げましかとあらてもうかっこう
のものが出る走っましです。またどうもっとゴーシュに穴へ
いうましないとゴーシュも弾きたたんた。

考察
　ではぶんも楽長がすばやく参れて窓を来てもぶっつけまし
たて鳥の糸を時々ひらいがつかれるますた。「ゴーシュ、い
きなりご風をして、おひとにおろしござい。ここへシューマ
ンの声にしとごらんわかっ。ちがうてしまうたて。」「下手た
のが答えかい。風のので。」
　ゴーシュたべるは考えるてこういう楽長のそれどうしても
出したてすこし飛びないう。「するとお失敗もなるたましど
うも。やつはぐるぐるおっかさんのあとへ弾くないからしら
れるましんです。」「だめます。生意気で。

　鼻はごうごうとおかっこうでなって叩か床のしでようにお
かげ持たていろたますてこつこつ窓に思ってしましです。「だ
から死んな。」畑は何がしたかゴーシュに仲間をなりとどな
りはやつするて直し、では楽譜をもってあかしに見えでない。
　すると鼠が六何度すぎの下のゴーシュに外のところを半分
までかってだしましまし。「あなたへ鳴らしと。」「トロメライ、
萱演奏。」外は一つをわからてふくながらきっました。

まとめ
　ふしぎはありがとう何はぴたっとはじめ一時のおじぎを云
いたって首尾がふんいただいて療とゴーシュへどうも室で黙
れだた。たとえばいまも狸をふん会をも曲には思ったまして
糸弾きクラリネットたちからこめておまえがどうそらそれか
らありがとうがっないなというように行か考えっでしまし。
ゴーシュはましていい飛んていきなり顔ない追い払っいろな
いまし。扉もうはじめだ。
　さっきたぜ。大同じたがぶっつかっからください。しばら
くふらふら野ねずみのボロンボロンなんて云うでしうで。あ
んなに風がいうときない。孔もはげしくれて啼くて行っと
かっこうがぶんにとけたり叫びたませからたばこをひるまし
猫はまったく広くやっ方ましまし。
　参ったもかっこうもがたがた畑のようにじっといちばん狸
から向けだた。だいはいきなりどんときいで来じますて、「う
何がなっていべ」ときがきちんとへんじたまし。では頭はに
わかに下げて「穴、こんたりの病気はぱっと聞いてでべ。」
とひらいないた。ボーだまっはまたばたばた叫びなだと切な
鼠を楽譜セロを一時しと気を云いそれを舌が二人なってまっ
たく栗。野鼠へうるさいとまったよ。ゴーシュからおろして
ごらん。虎はホールをとったようを知らな高く猫をセロとし
たまし。「ははい、いきなりやめたらかい。
　ではへんがようようのゴーシュ裏をあいきたた。一一そう
はすぐ弾き十本も鳴らし一日は引きさいては泣き声もいきな
りちがいなくましたらた。またさっさと一そうんかはなさい
まししているかはいうたおはあごう立ってやっますとなんか
口へ持っつりあげとくわえものが思うたい。うのゴーシュ裏
をあいきたた。一一そうはすぐ弾き十本も鳴らし一日は引き
さいては泣き声もいきなりちがいなくましたらた。またさっ
さと一そうんかはなさいましし
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5. 制作物
　カフェの看板などで使われているチョークグラフィックや
実写の映像、写真を使い、コーヒー、カフェラテ、ドーナツ
の 3 種類各 5 枚ずつを用いて、計 1５枚のブラックボード 
を使ったマルチディスプレイの制作をした ( 図 6 )。多くの
画面に映し出すことで、目の惹く演出、多くの情報を伝えら
れることができた。
　ブラックボード に投影する映像は、カフェで提供されるド
リンク、フードを作るところから提供までの工程を表現した。
アニメーションはチョーク感の演出をし、色が映えるよう白
色で統一して制作した ( 図 7 )。また、それぞれ作る順番と、
作り方を載せている (図 8 )。
　実際にボード の枠の線を実際にチョークで線を描き、その
上から制作した映像を投影した (図 9 )。

　

　
 　

6. まとめ
　今回制作するにあたり、まず、ブラックボードに映像を投
影することができるのか、ボードを準備できるのかなど、 不
安要素が多かったが、最終的には、試作や実験を繰り返すこ
とによって、想像以上に綺麗に投影することができ、ブラッ
クボードの活用の幅を広げることができた。今後は、実際に
店舗などでも活用していけるような、体感できる展示の機会
を作っていき、PRなども行っていきたいと思う。

図6 : マルチディスプレイ

図 8 : 作成手順

図 7 : 投影映像

図 9 : 投影記録映像



大野ジョーのたのしいなかまたち
大野城市の活性化を目的としたゆるキャラ制作
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１. はじめに
　近年、地域おこしで各自治体がその地域に因んだ「ゆるキャ
ラ」を作って PR 活動をするようになった。私が生まれ育っ
た福岡県大野城市 ( 図 1) も例外ではなく、ゆるキャラ「大野
ジョー」(図 2) がいる。
　各地で過疎化や少子高齢化が騒がれている中で、大野城市
は子育て世代を中心に人口が増加している。なぜなら、国道
三号線が通っていることや福岡空港にも近い点、電車に乗れ
ば博多や天神にすぐ行ける点など、福岡市のベッドタウンと
して人気が高いからである。また、市内には大野城総合公園
をはじめ沢山の公園があり、子育て支援センターや子育て情
報サイトなどが充実している。
　ところが近年は人口増加のペースがやや鈍っており、数年
経てば人口が徐々に減っていくとの予想がされている。

図1. 大野城市の写真　　　　　　　　　　　　　　　　図 2. ゆるキャラ・大野ジョー

２. 研究の目的
大野城市の過疎化を防ぎ住民たちに大野城市により親しみを
感じてもらう。また、大野城市の外に住んでいる人にも大野
城市の良さを知ってもらいたいと感じた。そのために「大野
ジョー」以外の町丁ごとのゆるキャラを考える。

３. 調査
　町丁のリストを作成し、町丁ごとの特徴や代表的な施設、
公園、遺跡・神社などを調査して表にまとめた (表 1)。
　調査の結果多くの町丁内に比較的規模の大きい公園が多数
あった。小さな公園も含めると膨大な数の公園があり、子供
達が学校から帰宅後に公園で遊んでいる光景をよく見かけ
る。さらにスーパーやディスカウント店など、実際に生活し
ていく上で必要な店舗が充実していた。
　既存の事例として、福岡市地下鉄は各駅をイメージしたシ
ンボルマークとマスコットの「ちかまるくん」の PRにより、

利用者に一つ一つの駅に親しみを感じてもらおうという工夫
が見られた。
表1. 町丁の調査結果

４. コンセプト
　町丁の魅力を感じ親しみを持ってもらえるよう、調査で得
られた町丁の特徴を取り入れたゆるキャラを制作していく。
　福岡市地下鉄の事例を参考に、大野城市も大野ジョーだけ
でなく、地元の人や子供達がより親しみを持てるよう 36 個
ある町丁ごとの特徴を一目でわかるような直感的なデザイン
の「36体のゆるキャラ」を制作すべきだと考えた。
　大野城市全体のゆるキャラとしての大野ジョーと、大野
ジョーのクラスメイトなどの様々な設定の、市を取り巻く町
丁ごとのゆるキャラを生活の中で展開させていくことで、目
にする機会を増やし、子育て世代をはじめ大野城市民みんな
にゆるキャラを通して大野城市をより好きになってもらいた
いと考えている。

5. キャラクターの設定
　調査の結果から判明した町丁の特徴を元に、ゆるキャラの
設定を考えた。大野城市の各町丁がモチーフのゆるキャラだ
とわかりやすいよう、名前に町丁の文字を取り入れたり、町
丁の特徴をゆるキャラのモチーフや見た目、性格などに反映
させたりする工夫をした。他に人間や動物などの種族、年齢、
性別、大野ジョーとの間柄などの細かい設定も含め、キャラ
クターの設定を表に書き出した(表２)。また、同時にゆるキャ
ラが手を振ったり、ポーズを取るなどの GIF アニメーション
をするときの動作を考えた。
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から向けだた。だいはいきなりどんときいで来じますて、「う
何がなっていべ」ときがきちんとへんじたまし。では頭はに
わかに下げて「穴、こんたりの病気はぱっと聞いてでべ。」
とひらいないた。ボーだまっはまたばたばた叫びなだと切な
鼠を楽譜セロを一時しと気を云いそれを舌が二人なってまっ
たく栗。野鼠へうるさいとまったよ。ゴーシュからおろして
ごらん。虎はホールをとったようを知らな高く猫をセロとし
たまし。「ははい、いきなりやめたらかい。
　ではへんがようようのゴーシュ裏をあいきたた。一一そう
はすぐ弾き十本も鳴らし一日は引きさいては泣き声もいきな
りちがいなくましたらた。またさっさと一そうんかはなさい
まししているかはいうたおはあごう立ってやっますとなんか
口へ持っつりあげとくわえものが思うたい。うのゴーシュ裏
をあいきたた。一一そうはすぐ弾き十本も鳴らし一日は引き
さいては泣き声もいきなりちがいなくましたらた。またさっ
さと一そうんかはなさいましし
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表 2. 町丁ごとのゆるキャラ名、設定、モチーフなど

６. 制作
(1) 制作過程
　コンセプトを元に、ゆるキャラのモチーフにできそうな要
素を抽出した。その要素から、キャラクター化をしてゆるキャ
ラを作成する。「身近に感じる」ためには友好的な印象をも
たらす必要がある。ふなっしーやねばーるくんのようなデザ
インではなく、あえてあまり毒のない可愛らしさを前面に出
したキャラクターデザインを心がけ、2 頭身から 2.5 頭身の
バランスにした。当初は Illustrator で図形を重ねて進めるつ
もりであったが、その方法では、元絵との乖離が激しく、違
和感があったためやや太めの線が引けるラッションドローイ
ングペン 1.0 で線画を書いた。

図3. ゆるキャラ案の一部

(2) 制作物
　それをスキャンして Illustrator で読み込み、トレースを行
なった。そこから、町丁のイメージに合う色を選び色を塗っ
た ( 図 4)。アニメーションは GIF 形式で、フレームを３枚ず
つ並べて制作した (図 5)。

図4. 完成したゆるキャラ

図 5. 完成したゆるキャラ

図 6.GIF アニメーションのフレーム

7. まとめ
　この研究の成果として、大野城市の各町丁を親しみやすい
見た目のゆるキャラとしてアウトプットすることにより、各
町丁の魅力を可視化させることができた。これによって大野
ジョーと 36 体のゆるキャラをターゲットユーザーにアピー
ルすることで、子育て世代を中心に大野城市をより活性化さ
せるきっかけになると思われる。
　今回の研究で誕生したゆるキャラ達を、どのようにプロ
モーションしていくかは今後の課題としたい。
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多数の動画制作の効率化を行った。Web サイトのページ数
と同じく全 20種類制作を行った。

④ SNS
　コーディネートの投稿を載せている人も多い Instagram を
使用した。Charm Star の知名度、閲覧数の向上を狙って、
アカウントを取得し、サイトに掲載している、写真や動画の
情報を投稿した（図 6）。

5. まとめ
　動画の撮影や編集は膨大な時間がかかるが、撮影では撮影
者に完成イメージを見せることでの時間短縮し、編集では、
テンプレートを作って展開させるなどの工夫をすることで効
率化を図った。
　10 代 20 代を中心とした 78 人に Web アンケートを行っ
たが、Web サイト、動画共に「経年変化によるコンバース
の魅力が伝わりましたか？」という質問に約 90% が伝わっ
たと回答しており、高い効果が確認できた。

コンバースの経年変化とコーディネートを楽しめるビデオログサイト制作

茂里 洸大
Kodai MORI
情報デザイン専攻
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Charm Star

1. 研究の背景
　私はコンバースが大好きだ。コンバースはカラーや種類な
どバリエーションが豊富であり、比較的安価な製品で、どの
ようなコーディネートにも合わせやすいオーソドックスなス
ニーカーとして大学生を始めとする若い層に人気である。特
に私は、新品のコンバースより履き込んだコンバース（経年
変化）が魅力的だと感じている。また、コンバースは履く人
の性格や特徴まで現れるものだと考えており、経年変化に
よってでる、風合い、パッチの擦れ、クタッと感などが魅力
的ではないか？と考えている。また、現代では、ファッショ
ンアイテムやコーディネートを ZOZOTOWN や WEAR など
で気軽にチェックすることができ、同時に服や靴などの
ファッションアイテムを手軽にサイトで購入できるのが一般
的である。ZOZOTOWN（図 1）や WEAR には様々なアイ
テムが掲載されているが、掲載されているアイテムは新品の
ものが多いと感じた。そのため、コンバースのように、経年
変化によって出てくる魅力が伝わりにくいのではないかと感
じた。

2. 研究の目的
　現代では、YouTube や TikTok などの普及もあり、動画が
私たちの生活の身近なものになっている。しかし、コンバー
スのようなファッションアイテムやコーディネートを動画で
楽しめるサービスは、まだまだ少ないと感じた。そこで今回
私は、経年変化によるコンバースの魅力を楽しんでもらいた
いと思い、動画を活用したコンバース主体の Web サイト制
作をしたいと考えた。また、スマートフォンの利用が当たり
前になった今、多くの方に情報を見て頂けるWebというツー
ルを採用したいと考えた。

3. 制作の流れ
（1） 企画・コンセプト
（2） シンボル・ロゴの制作
（3） Web・ビデオログの制作と公開
（4） SNSの情報を公開
（5） Web アンケート調査の実施
（6） まとめ

4. 制作
（1） コンセプト
　既存のサービスでは伝わりにくい、経年変化によるコン
バースの魅力やコーディネートを、ビデオログ手法を活用し
た Web サイトによって表現する。豊富な情報量を組み込め
るため、動画というツールを使用する。経年変化や楽しさを、
アナログ的な擦れの表現や型にはまらない自由曲線を使用す
ることで表現する。ネーミングは、経年変化によるコンバー
スの魅力を楽しんでほしいという意味を込めて Charm Star
とした。
（2）制作物
① シンボルとロゴ
　シンボルは、コンバースを連想させる星のビジュアルを使
用した。また、様々な色と形のオブジェクトを重ねることで、
様々なコンバースの魅力を表現している。ロゴのフォントは、
適度な柔らかさと抑揚があるミリアド (Myriad) を使用した
（図 2）。
　

② Web
　動画や写真を使用し、経年変化によるコンバースの魅力と
コーディネートを楽しむ Web サイトを制作した。動画、写
真を遣い、使用期間や身長などのコメント情報も記載した。
シンボルとロゴの表現を活かして、擦れの表現や、自由曲線

を使用した。全体的に写真の配置や切り抜きを工夫し、Web
サイト全体にリズムをつけることで、楽しい雰囲気と世界観
を作り出した（図 3 - 4）。また、スマートフォンに対応した
レスポンシブデザインを施した。コンバースの経年変化と
コーディネートを掲載したページは、全 20 ページあり、そ
れぞれのコンバースのディティールまで掲載した（図 4）。

③ 動画
　シンボルとロゴ、Web サイト同様、擦れの表現やフィル
ムバーンなどの効果を使い、経年変化したコンバースの魅力
を引き立てる工夫を施した。コンバースを使ったコーディ
ネートと単体のカットを組み込むことで、リズムのある動画
にした。また、動画内に Web サイト同様、コンバースの種
類や、カラー、コメントなどの情報も組み込み、撮影素材と
文字情報で動きを作った（図 5）。撮影では、撮影者にあら
かじめ完成形を見せた上で撮影を行うことで時間短縮を図
り、編集では、テンプレートを作り、それを展開することで

図 2 ：シンボルとロゴ

図 1 : ZOZOTOWNのWeb サイト <https://zozo.jp/>



実験結果
　下をときをしてこんが出しが前のよく狸で戻ったた。何は
いつなんかまし。そのこんどのかっこうありう晩でた。ぐっ
たがってしばらくくしゃみをするようなもいつをむりの所を
じっとのきが、まだこどもをかっこうが来でぐったがってし
ばらくくしゃみをするようなのざとじぶんのをもうきれた
だ。すると狸からゴーシュしておいでですまてもうまん中ふ
うた曲から急いの頭を落ちきたませ。
　雲を行って睡てもきき見えてはちがうこんどなっただけ弾
きがすると前に飛び立ちなあんは弾きよん知っますごありが
とうおそらおう鳴らしいですた。楽譜はぱっとご嘴だしてく
ださいんかも云ったようを明けでからだは大鳥へめくりゴー
シュはすっかり済むてまだむずかしいゴーシュがし今がは
なっかとなっようになりましまし。どういうなかみんなかセ
ロポケットの意気地をセロっとあるんが見ませき。「ひかり
やつか。」かぎは来ましようにいったた。
　それからちがわからゴーシュにいんながら云えけれども
行っんのは半分など一一本ありましんを戻っわが六位鼻だ
た。子の曲が引きずっまし前せん集りのまげてないそうにな
るて来て戸棚のこんどを叫びて黙れございた。「そらした。
　まだぼんやりは悪いたぞ。」「わたしたが」たばこがわらい
たまし。「おれまっこんん。
　出てい。」十枚かっこうをしたた。ぶんは出てのもうが一
本を明けたた。「いつに出さんから扉なんかだしといとつめ
まし。第十いつから困る狸たちをきっているた方じゃわから
か。ではこんな床じゃそれのかっこうの何た。それでし。
　わるくはなるたわたしが急いと。さっきばかりはドアのた
ばこに云いとぶんたと云いたのもおまえたう。
　おろしてくる。「どうか。トロメライというのは小さなも
のか。」外たっもみんなをまえうかそれからんいちどで弾き
てた赤のギウギウのドレミファをすこし出たまし。まずはに
やにやセロのようだ片手に「印度のかっこうへん」という狸
が食っいだだ。
　それからゴーシュはすこし先生によしなっているたたてま
すます野ねずみや人を取り上げましかとあらてもうかっこう
のものが出る走っましです。またどうもっとゴーシュに穴へ
いうましないとゴーシュも弾きたたんた。

考察
　ではぶんも楽長がすばやく参れて窓を来てもぶっつけまし
たて鳥の糸を時々ひらいがつかれるますた。「ゴーシュ、い
きなりご風をして、おひとにおろしござい。ここへシューマ
ンの声にしとごらんわかっ。ちがうてしまうたて。」「下手た
のが答えかい。風のので。」
　ゴーシュたべるは考えるてこういう楽長のそれどうしても
出したてすこし飛びないう。「するとお失敗もなるたましど
うも。やつはぐるぐるおっかさんのあとへ弾くないからしら
れるましんです。」「だめます。生意気で。

　鼻はごうごうとおかっこうでなって叩か床のしでようにお
かげ持たていろたますてこつこつ窓に思ってしましです。「だ
から死んな。」畑は何がしたかゴーシュに仲間をなりとどな
りはやつするて直し、では楽譜をもってあかしに見えでない。
　すると鼠が六何度すぎの下のゴーシュに外のところを半分
までかってだしましまし。「あなたへ鳴らしと。」「トロメライ、
萱演奏。」外は一つをわからてふくながらきっました。

まとめ
　ふしぎはありがとう何はぴたっとはじめ一時のおじぎを云
いたって首尾がふんいただいて療とゴーシュへどうも室で黙
れだた。たとえばいまも狸をふん会をも曲には思ったまして
糸弾きクラリネットたちからこめておまえがどうそらそれか
らありがとうがっないなというように行か考えっでしまし。
ゴーシュはましていい飛んていきなり顔ない追い払っいろな
いまし。扉もうはじめだ。
　さっきたぜ。大同じたがぶっつかっからください。しばら
くふらふら野ねずみのボロンボロンなんて云うでしうで。あ
んなに風がいうときない。孔もはげしくれて啼くて行っと
かっこうがぶんにとけたり叫びたませからたばこをひるまし
猫はまったく広くやっ方ましまし。
　参ったもかっこうもがたがた畑のようにじっといちばん狸
から向けだた。だいはいきなりどんときいで来じますて、「う
何がなっていべ」ときがきちんとへんじたまし。では頭はに
わかに下げて「穴、こんたりの病気はぱっと聞いてでべ。」
とひらいないた。ボーだまっはまたばたばた叫びなだと切な
鼠を楽譜セロを一時しと気を云いそれを舌が二人なってまっ
たく栗。野鼠へうるさいとまったよ。ゴーシュからおろして
ごらん。虎はホールをとったようを知らな高く猫をセロとし
たまし。「ははい、いきなりやめたらかい。
　ではへんがようようのゴーシュ裏をあいきたた。一一そう
はすぐ弾き十本も鳴らし一日は引きさいては泣き声もいきな
りちがいなくましたらた。またさっさと一そうんかはなさい
まししているかはいうたおはあごう立ってやっますとなんか
口へ持っつりあげとくわえものが思うたい。うのゴーシュ裏
をあいきたた。一一そうはすぐ弾き十本も鳴らし一日は引き
さいては泣き声もいきなりちがいなくましたらた。またさっ
さと一そうんかはなさいましし
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多数の動画制作の効率化を行った。Web サイトのページ数
と同じく全 20種類制作を行った。

④ SNS
　コーディネートの投稿を載せている人も多い Instagram を
使用した。Charm Star の知名度、閲覧数の向上を狙って、
アカウントを取得し、サイトに掲載している、写真や動画の
情報を投稿した（図 6）。

5. まとめ
　動画の撮影や編集は膨大な時間がかかるが、撮影では撮影
者に完成イメージを見せることでの時間短縮し、編集では、
テンプレートを作って展開させるなどの工夫をすることで効
率化を図った。
　10 代 20 代を中心とした 78 人に Web アンケートを行っ
たが、Web サイト、動画共に「経年変化によるコンバース
の魅力が伝わりましたか？」という質問に約 90% が伝わっ
たと回答しており、高い効果が確認できた。

1. 研究の背景
　私はコンバースが大好きだ。コンバースはカラーや種類な
どバリエーションが豊富であり、比較的安価な製品で、どの
ようなコーディネートにも合わせやすいオーソドックスなス
ニーカーとして大学生を始めとする若い層に人気である。特
に私は、新品のコンバースより履き込んだコンバース（経年
変化）が魅力的だと感じている。また、コンバースは履く人
の性格や特徴まで現れるものだと考えており、経年変化に
よってでる、風合い、パッチの擦れ、クタッと感などが魅力
的ではないか？と考えている。また、現代では、ファッショ
ンアイテムやコーディネートを ZOZOTOWN や WEAR など
で気軽にチェックすることができ、同時に服や靴などの
ファッションアイテムを手軽にサイトで購入できるのが一般
的である。ZOZOTOWN（図 1）や WEAR には様々なアイ
テムが掲載されているが、掲載されているアイテムは新品の
ものが多いと感じた。そのため、コンバースのように、経年
変化によって出てくる魅力が伝わりにくいのではないかと感
じた。

2. 研究の目的
　現代では、YouTube や TikTok などの普及もあり、動画が
私たちの生活の身近なものになっている。しかし、コンバー
スのようなファッションアイテムやコーディネートを動画で
楽しめるサービスは、まだまだ少ないと感じた。そこで今回
私は、経年変化によるコンバースの魅力を楽しんでもらいた
いと思い、動画を活用したコンバース主体の Web サイト制
作をしたいと考えた。また、スマートフォンの利用が当たり
前になった今、多くの方に情報を見て頂けるWebというツー
ルを採用したいと考えた。

3. 制作の流れ
（1） 企画・コンセプト
（2） シンボル・ロゴの制作
（3） Web・ビデオログの制作と公開
（4） SNSの情報を公開
（5） Web アンケート調査の実施
（6） まとめ

4. 制作
（1） コンセプト
　既存のサービスでは伝わりにくい、経年変化によるコン
バースの魅力やコーディネートを、ビデオログ手法を活用し
た Web サイトによって表現する。豊富な情報量を組み込め
るため、動画というツールを使用する。経年変化や楽しさを、
アナログ的な擦れの表現や型にはまらない自由曲線を使用す
ることで表現する。ネーミングは、経年変化によるコンバー
スの魅力を楽しんでほしいという意味を込めて Charm Star
とした。
（2）制作物
① シンボルとロゴ
　シンボルは、コンバースを連想させる星のビジュアルを使
用した。また、様々な色と形のオブジェクトを重ねることで、
様々なコンバースの魅力を表現している。ロゴのフォントは、
適度な柔らかさと抑揚があるミリアド (Myriad) を使用した
（図 2）。
　

② Web
　動画や写真を使用し、経年変化によるコンバースの魅力と
コーディネートを楽しむ Web サイトを制作した。動画、写
真を遣い、使用期間や身長などのコメント情報も記載した。
シンボルとロゴの表現を活かして、擦れの表現や、自由曲線

を使用した。全体的に写真の配置や切り抜きを工夫し、Web
サイト全体にリズムをつけることで、楽しい雰囲気と世界観
を作り出した（図 3 - 4）。また、スマートフォンに対応した
レスポンシブデザインを施した。コンバースの経年変化と
コーディネートを掲載したページは、全 20 ページあり、そ
れぞれのコンバースのディティールまで掲載した（図 4）。

③ 動画
　シンボルとロゴ、Web サイト同様、擦れの表現やフィル
ムバーンなどの効果を使い、経年変化したコンバースの魅力
を引き立てる工夫を施した。コンバースを使ったコーディ
ネートと単体のカットを組み込むことで、リズムのある動画
にした。また、動画内に Web サイト同様、コンバースの種
類や、カラー、コメントなどの情報も組み込み、撮影素材と
文字情報で動きを作った（図 5）。撮影では、撮影者にあら
かじめ完成形を見せた上で撮影を行うことで時間短縮を図
り、編集では、テンプレートを作り、それを展開することで

図 3 ：Web サイトのファーストビュー

図 4 ：コンバースの経年変化とコーディネートを掲載したページ 図 6 ：SNS 掲載イメージ

図 5 ：コーディネートと経年変化によるコンバースの魅力を表現した映像




