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第 1 章 

はじめに 

 －地域志向人材育成とサービスデザイン・シンキング－ 

 

 

高崎商科大学（以下、本学）は、平成 25 年度文部科学省「地（知）の拠

点整備事業」（Center of Community(COC)事業）に採択されたことから、平

成 25 年度以前から行ってきた上信電鉄上信線沿線地域（以下、本地域）の

観光まちづくりとそれを推進する「人材づくり」をさらに促進させ、本地

域の活性化に取り組んできた。加えて、平成 27 年度から共愛学園前橋国際

大学を事業責任大学とした「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業

（COC+）」に事業協働機関として採択されたことから、COC 事業を中心

とする取組の成果をさらに発展させ、群馬県の雇用創出や地元就職率の向

上に取り組むとともに、本地域が必要とする人材を養成するための教育カ

リキュラムの構築・実施に向けて活動を行っている。 

本学 COC 事業においては、地域志向人材育成に資する教育を推進して

いくために本学の教学課と連携し、教育カリキュラム改革として、本地域

の活性化や観光まちづくりに関係する科目を「地域関連科目」や「地域学

修科目」として明記するとともに、学生に積極的に履修するように指導等

を行ってきた。当該地域関連科目等は座学だけでなく、アクティブラーニ

ングを意欲的に取り入れている科目が多く、観光まちづくりコースに属す

るゼミナールの学生（又は当該ゼミナールを希望する学生）を中心に履修

が進んでいる。また、当該科目は地域関連科目が 13 科目（新カリキュラム

移行後は 16 科目）、地域学修科目は 14 科目（ともに平成 30 年度カリキュ

ラム現在）になり、COC 事業の最終年度である平成 29 年度において、当

初予定していた科目数に到達している。コミュニティ・パートナーシップ・

センター（CPC）としては今後も、当該科目の指導教員と密接に連携しな

がら、科目の内容についても意見交換を行い、本地域を志向する学生の育
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成に努めていく予定である。 

他方で、COC＋事業の目的である、地方創生の中心となる「ひと」の地

方への集積を促進するためには、COC 事業として行ってきた教育カリキュ

ラム改革のさらなる発展に加えて、群馬県の雇用創出や地元就職率の向上

に取り組むとともに、本地域が必要とする人材を養成することが求められ

る。そのためには、科目横断的な教育プログラムが必要となると同時に、

地域に（明示的であるか、潜在的なのかの区別なく）存在する課題等を解

決していくための実践的な学習プログラム（課題解決型学習：Project-Based 

Learning(PBL)）を包含することが必要となる。 

そこで CPC では、本年度から様々な地域イベント（祭り等）に単なるボ

ランティアとしてではなく、できるだけ当該イベント等の実行委員、つま

り「実施者」として学生を参加させるように取り組んだ。学生がイベント

の実施者等として携わることによって、地域における問題・課題をより発

見しやすくなると同時に、地域の課題等が他人事ではなく「自分事」とし

て捉えるようになる。CPC では当該課題等を如何に解決するかを、CPC 所

属の研究者及び本学教員等1と協働して、学生に議論させるとともに、一定

の解決策を提示させた。当該解決策として提示された内容を社会的に実装

すべく、実際に地域の中で実践し、地域の人々等にその成果について評価

してもらう活動を行ってきた。 

本書では、このような PBL 活動の内、上野三碑をランドマークとした観

光に資する PBL 活動を中心に報告する。上野三碑は本学から全てが 5km

圏内に存在し、昨年 10 月末に国連教育科学文化機関（ユネスコ）の「世界

の記憶」に登録された日本の特別史跡である。なお本書では、当該上野三

碑を利用した PBL 活動が、COC＋事業の目的である、地方創生の中心とな

る「ひと」の地方への集積を促進させる教育プログラムであることについ

ても示すことになる。 

ところで、本年度に本学が行ってきた PBL は、主にサービスデザインの

                                                      
1 2017年 4月から CPC長（著者：前田拓生）が研究代表となり、「サービスデザイン

教育開発研究会」を発足させた。研究会メンバーは本書の巻末に掲載した。 
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考え方を活用した教育プログラム2である。このサービスデザインの考え方

は「第 4 次産業革命」と言われる社会的な変革を、学生たちが生き抜いて

いくために必要となるものであることから、続く第 2 章で解説する。第 3

章では、上野三碑をランドマークとした観光に資する PBL 活動の教育的、

社会貢献的な意義について述べた後に、当該 PBL 活動フローを記載するこ

とで、本活動を概観する。その後、第 4 章及び第 5 章で具体的な活動内容

について報告し、第 6 章で本書を総括する。 

 

 

 

  

                                                      
2 サービスデザインの考え方及び教育活動の利用に関しては武山（2017）が詳しい。 
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第 2 章 

デジタル時代に対応した教育プログラム 

 

 

（１） 第 4 次産業革命によるビジネスモデルの変貌 

 

現在、第 4 次産業革命といわれ、デジタル時代が本格的に訪れようとし

ている。ここでいう「デジタル」とは、単に「アナログ的なモノがデジタ

ル化される」というだけではなく、旧来型のビジネスモデルそのものが新

しい形態に変化していくことを指す。 

この点を理解するためには、これまでの資本主義の変遷を考察する必要

がある。以下では重商主義時代からの資本主義の変遷を簡単に考察する。 

近代資本主義において利潤極大化を目指すためには、水野（2016）が述

べるように、「より速く、より遠くへ、より合理的」に行動する必要があり、

これらを行動理念とすることで、近代システムは構築されている1。 

例えば、重商主義段階における資本主義では、商業資本が中心であった

ことから、大航海時代であったことからもわかるように、ヨーロッパに存

在しないもの（有名なものとしては「胡椒」や「陶磁器」等）を「より速

く」届けるために大型船等を造り、「より遠く」まで航海することで利潤の

極大化をはかっていた。その後に登場する産業資本主義、つまり、近代資

本主義においては、商業資本の行動理念に加えて、「生産過程」を持つこと

から、利潤の極大化を実現するためには「より合理的」に生産関数から導

かれる理論にしたがい、労働量を増加させるか、労働生産性を向上させる

ことで付加価値（利潤）を極大化させるシステムが構築されるようになる。 

このような中、蒸気機関を利用した「産業革命」がイギリスにおいて起

こり、労働生産性を飛躍的に向上させることができた。そして、この蒸気

                                                      
1 水野（2016）p.226を参照。 
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機関は石油の登場によって、さらに効率化することになる（エネルギー革

命）。ところが、1990 年代半ばにはインターネットの普及により、世界中

で情報の伝播速度が飛躍的に向上することとなった（情報革命）ことから、

消費者が「欲しい商品」は「より速く」購入できるようになった。加えて、

物流システムの発展も伴い、「より遠く」であっても入手が可能となった。

そのため、それまで以上に「より合理的」に生産システムを構築しなけれ

ば、競争力において劣後し、脱落することとなる。このようにして現在の

ビジネスモデルの多くが、「より速く、より遠くへ、より合理的」を行動理

念とするものとなっていったのである。 

しかし、デジタル革命（第 4 次産業革命）によって、モノのインターネ

ット化である IoT（Internet of Things）が深化してくると、消費者は「モノ」

そのものを購入し所有しなくても、「モノ（又はコト）がもたらす使用価値」

だけを購入することも可能となってくる。そうなると、「生産して、売る」

といったことから付加価値を得ることはできなくなり、「モノからコトへ」

と消費スタイルが変貌していくことが想定される。そうなるとこれまでの

ビジネスモデル又は資本主義の行動理念が通用しなくなる。 

 

（２）デザイン思考に基づく考え方 

 

このようにデジタル革命以降の時代を生き抜くためには、過去のデータ

から判断しても付加価値を生まないので、「モノ（コト）の使用価値」に注

目し、「何故、それを使用するのか」「誰が使用したいのか」を本質的な面

から探究することが必要となる。加えて、「どのようなモノ（コト）が必要

なのか」についても検討する必要がある。 

そうなると、モノ（コト）の使用価値から付加価値を得るために必要と

なる要素のほとんど全てが、未知数になっていることがわかる。したがっ

て当然、既存のビジネスモデルでは解くことができず、デジタル時代を生

き抜くことはできない。そのために必要とされる考え方がデザイン思考で

ある。デザイン思考においては、前田（2018）で議論したので、以下は同
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一の内容である2。 

デザイン思考では、唯一の解決策を提示するのではなく、「解決策はいく

つもある」という考え方の下で、試行錯誤を繰り返しながら、課題解決に

向かう筋道を探究し、調査し、プロトタイプを作成し、実際に行うことが

大切になってくる。 

これを抽象化すると図 1 のようになる。 

 

 

（出典：Pinheiro（2015）及び Stickdorn/ Schneider（2013）を基に前田が作

成） 

図 1 デザイン思考及び実践経路 

 

図 1 の通り、デザイン思考では「探究-設計-再構成-実施」の 4 つの段階

があるが、必ずしも図 1 のように左から右に流れるわけではなく、この過

程を必要に応じて行き来し、課題解決に向けて試行を繰り返すことになる。

このようにデザイン思考は、あくまでもツールであり、これ自身が解決策

ではない。しかし、デジタル革命以降の時代においては、上述の通り、解

                                                      
2 以下、前田（2018）pp.27－28を引用した。しかし、文脈の関係で、文章表現にお

いて加筆修正を行っている。特に、前田（2018）で「サービスデザイン・シンキン

グ」としている個所を「デザイン思考」と修正している。これは本書当該時点におい

て、サービスデザイン・シンキングの解説がなされていないからである。 
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くべき要因も複雑で、従来型のやり方では解決ができない事象が多く存在

する。そこで、唯一の解決策を提示するのではなく、「解決策はいくつもあ

る」という考え方の下で、試行錯誤を繰り返しながら、課題解決に向かう

筋道を探究し、調査し、プロトタイプを作成し、実施する方法がデザイン

思考なのである。 

 

（３）サービスデザイン・シンキングと地域志向人材育成 

 

このようにデジタル時代を生き抜くためには、デザイン思考を用いるこ

とが必要であることがわかった。つまり、デジタル革命以降の時代には、

従来型のビジネスモデルである「生産して、売る」といったものではなく、

デザイン思考に基づいて、消費者の潜在的なニーズを探究し、仮説を立て、

それを検証するとともに、プロトタイプを作成して、実施することになる。

このような筋道は課題解決型の考え方であり、まさに PBL である。したが

って、これからの経済の担い手である学生にとっては、デザイン思考に基

づく PBL を利用した教育が必要になる。 

ところで COC＋事業では、本地域が必要とする人材を養成することが求

められる。ここで本地域を内閣府「地域経済分析システム（RESAS：Regional 

Economy (and) Society Analyzing System）」の「稼ぐ力」で分析3すると、商

業（卸売業・小売業）の（付加価値額及び労働生産性ともに）稼ぐ力が他

の地域に比べて高い事業者が多い。しかし、サービス業や飲食サービス等

の稼ぐ力は低く、サービス業を含めた第三次産業全体の労働生産性及び付

加価値額をボトムアップすることが急がれている。したがって、第三次産

業に属する労働生産性が向上するのであれば、本地域の地方創生に直結す

ることが推測できる。さらに第三次産業は、日本の GDP の 7 割を占めて

いることから、サービス業の付加価値向上は西毛地域に限らず、地方創生

に向けての切り札となり得る。その意味で、サービス業における様々な問

                                                      
3 以下、前田（2016）pp.70－71及び前田（2018）pp.23－24を引用（一部加筆修

正）。 
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題をデザイン思考で解決させようとする試みとして「サービスデザイン」

という考え方（サービスデザイン・シンキング）が存在する。 

そこで本学では、本年度から様々な地域イベント（祭り等）に単なるボ

ランティアとしてではなく、できるだけ当該イベント等の実行委員、つま

り「実施者」として学生を参加させ、上述のサービスデザイン・シンキン

グを用いて、地域における問題・課題について議論させ、一定の解決策（仮

説）を提示させた。当該解決策として提示された内容を当該イベント等に

実装することで、実際に地域の中で実践した。 

このような活動を行うことで、本地域が必要とする人材を養成すること

ができると同時に、学生自身が本地域を理解するようになり、愛着が湧い

てくることから、地元就職率の向上につながるものと想定している。 

 

なお、この第 2 章は、高崎商科大学の文部科学省平成 29 年度「地（知）

の拠点整備事業（本学 COC 事業）」における平成 29 年度地域志向教育研

究助成によって行われた「地域社会をデザインすることができる人材育成

に資する教育方法に関する研究（代表：松元一明 本学准教授）」の研究活

動による成果であることを銘記する。 
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第 3章 

サービスデザイン・シンキングに基づく PBL 

 

 

（１）CPCでの取り組み 

 

第 2章では、これから本格化するデジタル革命時代を生き抜くためには、

サービスデザイン・シンキングに基づいた PBLを利用した教育が必要にな

ることを示した。 

そこで CPCでは、本年度から様々な地域イベント（祭り等）に単なるボ

ランティアとしてではなく、できるだけ当該イベント等の実行委員、つま

り「実施者」として学生を参加させるように取り組んだ。学生が、イベン

トの実施者等として携わることによって、地域における問題・課題をより

発見しやすくなると同時に、地域の課題等が他人事ではなく「自分事」と

して捉えるようになる。CPCでは、当該課題等を如何に解決するかについ

て、サービスデザイン・シンキングを応用し、CPC所属の研究者及び本学

教職員と協働して学生に議論させるとともに、一定の解決策を提示させる

といった教育プログラムを試行した。ここではさらに、当該解決策として

提示された内容を社会的に実装すべく、実際に地域の中で実践し、地域の

人々等にその成果について評価してもらう活動を行ってきた。 

以下では、CPC で試行したサービスデザイン・シンキングに基づいた

PBLを利用した教育プログラムである、上野三碑をランドマークとした観

光に資する取組を概観する。 

 

（２）上野三碑をランドマークにした観光 

 

上野三碑は、昨年 10月にユネスコ「世界の記憶」に登録された日本の特

別史跡であり、山上碑（高崎市山名町）、多胡碑（高崎市吉井町）、金井沢
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碑（高崎市山名町）を総称したものである。これらは地元の方々によって

これまで大切に守られてきたからこそ、建立から 1300 年経った今も完全

な形で現存することができたのである。 

本地域としては、ユネスコに登録される前から、本地域の活性化につな

げていくための方策を様々に模索していた。本学においてもサービスデザ

イン・シンキングに基づいた PBLを利用して、上野三碑をランドマークに

した観光に資する方策を学生に議論させるとともに、実際に仮説として提

案した方策を実装することで、本地域の活性化につながる可能性のある方

策を提示することができた。 

当該 PBL活動のフローは以下のとおりである（図 2）。 

 

 

図 2 上野三碑観光 PBL活動フロー 

 

まずは上野三碑について学生に調査させることから始めるが、実際に上

野三碑がどの程度の認知度があるのかについても調査する。当該調査を基

にして認知度向上に資する方策について議論する。議論を通じて挙がって

きた試作（プロトタイプ）を実際に行ってみる。プロトタイプ実施によっ

て明らかになった課題や問題点について再度議論し、上野三碑をランドマ

ークとする観光に資するプロトタイプを再度提示するとともに、実装する。 
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本年度 CPC では、上記のフローにしたがって PBL 活動を行ったが、具

体的な活動に関しては、続く第 4章で報告する。 

 

（３）滞在時間延長に資する石碑の路ハイキング 

 

上記の通り、上野三碑をランドマークとする観光は本地域の関係者にと

っても期待するところであり、様々な動きが存在する。しかし他方で、地

方創生という意味において観光を検討する場合、観光客数だけではなく、

観光客一人当たりの当該地域の滞在時間を目標とする動きもある。 

本地域は里山等を含む日本の原風景が豊かに残り、ハイキング等に適し

ていることから、日本の原風景をテーマにすることで観光客の滞在時間を

延ばすことが可能である。特に、山上碑と金井沢碑を結ぶ尾根に沿って作

られている「石碑の路」を活用することで、観光客の滞在時間を延ばすこ

とができれば、上野三碑をランドマークとする観光にも繋げていくことが

できる。 

ここで石碑の路とは、山名八幡宮から山上碑、そして金井沢碑までの高

崎自然歩道のことであり、程よくアップダウンが存在するとともに、四季

を感じる自然な風景が楽しめる。また、この石碑の路には主に万葉集の歌

が刻まれた石碑が各所に置かれ、ハイキングを楽しみながら、万葉集の歌

を詠みこともでき、古代東国を味わえるように工夫がされている。 

本学は、この石碑の路の環境整備等に、COC事業採択前から関わってお

り、一通りの調査研究も終えていた。しかし、観光に資する研究等ではな

かったことから、上野三碑のユネスコ「世界の記憶」登録を睨んで、本年

度初頭から「石碑の路研究会1」を発足させ、研究者間で議論するとともに、

石碑の路をテーマにした PBLとしてサービスデザイン・シンキングを応用

した教育プログラム開発に向けて検討を行い、上野三碑が「世界の記憶」

に登録された 10月末から、本格的に PBL活動を開始した。 

                                                      
1  2017年 5月から CPC長を座長として発足した。研究会メンバーは本書の巻末に掲

載した。 
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当該 PBL活動のフローは以下のとおりである（図 3）。 

 

 

図 3 石碑の路ハイキング PBL活動フロー 

 

当該 PBL活動では、学生に石碑の路ハイキングの実施に向けての PDCA

サイクルを回させることで、上野三碑及び石碑の路をランドマークとした

地方創生に資する観光客誘致の可能性を検証することを目的とした。 

当該活動は、高崎商科大学の文部科学省平成 29年度「地（知）の拠点整

備事業（本学 COC 事業）」における平成 29 年度地域志向教育研究助成に

よって行われた「上野三碑及び石碑の路のハイキングを通じた高崎市の地

方創生に向けての教育活動（代表：築雅之 本学教授）」の教育活動として

実施し、CPCが当該活動の支援を行った。 

具体的な活動に関しては、第 5章で報告する。 
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第 4 章 

上野三碑をランドマークとする観光 

 

 

（１） 上野三碑の認知度調査 

 

本地域では、上野三碑をユネスコに登録される前から、本地域の活性化

につなげていくための方策を様々に模索していた。本学においてもサービ

スデザイン・シンキングに基づいた PBL を利用して、学生に上野三碑をラ

ンドマークにした観光に資する方策を検討させるプロジェクトを開始し

た。上野三碑は 2017 年 10 月に「朝鮮通信使」とともに、ユネスコ「世界

の記憶」に登録されたことから、現在は本学の学生の多くが知っているも

のの、本プロジェクトを開始した 2017 年 7 月時点では、ほとんどの学生

が上野三碑を知らない状態であった。 

学生にとっても知らないものを「観光のランドマークに」といっても、

全くアイデアが浮かんでこないことから、まずは上野三碑について一定の

知識を得るために、文献調査及び実地調査から始めた。調査をしつつ、観

光のランドマークにする方法を模索する中で、どの程度の人が上野三碑を

認知しているのだろうかという疑問が湧いてきた。上野三碑の全てが 5km

圏内にある本学においてすら、当時学生のほとんどが知らないことから、

もし多くの人が知らないのであれば、ランドマークにするよりも先に認知

度を高める方策を立てる必要がある。 

そこで、2017 年 8 月 5 日（土）、高崎市内に多くの人が集まる高崎まつ

りの日に本学の学生が上野三碑の認知に関するアンケート調査を行った

（図 4）。その結果、578 人中 376 人にあたる 65％の人が「上野三碑を知ら

ない」と回答した。 

本アンケート調査は、当該日時に高崎駅にいた人を対象としただけであ

り、また、属性（県内／県外）についても確認していないことから、調査
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データとして有意なものとは必ずしも言えないものの、母数が 500 を超え

ていることから参考にできる値であると想定される。なお、高崎市商工観

光課では花火の有料席をインターネットで購入した方々の属性を調査し

ており、76％が群馬県在住者であることがわかっている1。 

 

 

図 4 上野三碑認知度調査 

 

このアンケート調査より、2017 年 8 月時点では過半数の人が上野三碑を

知らないと推計できることから、上野三碑をランドマークとしつつも、上

野三碑自体の認知度を高める方策は困難であると想定される。 

そこで、上野三碑の内の二碑（山上碑と金井沢碑）を結ぶ尾根沿いに高

崎自然歩道（一般に「石碑の路」と言われている）が通っており、程よい

アップダウンのあることから、ハイキングを学生が企画することにした。

                                                      
1 有料席をインターネットで購入した総数は 2,047人で、うち群馬県在住者は 1,565

人（76％）となっている。 
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ただ、上述の通り、二碑では訴求力がないことから、単なるハイキングで

はなく、「スマートなゴミ拾い」を企画した。これは東京渋谷で有名な「グ

リーンバード」が主催するものであり、群馬でも前橋に支部があることか

ら、実施することにした（図 5）。 

 

 

図 5 石碑の路スマートなゴミ拾い 

 

本地域の人々に広報した結果、56 名に参加していただいた。このスマー

トなゴミ拾いにより、石碑の路のハイキングは大学生においても楽しめる

ものであることがわかった。アトラクションではなく、リアルに道をふさ

ぐ樹木や山道のアップダウンも日常では経験しないことなので、上野三碑

をランドマークとする観光にハイキングを組み込める可能性を見出した。 

 

（２）観光客誘致のためのワークショップ 

 

① 上野三碑の観光みやげワークショップ 

他方で、上野三碑の観光のために本地域を訪れたとしても、おみやげが

ないことに気が付いた。「上野三碑おみやげ」というものが存在すれば、本

地域の人が他地域に出張等で行く場合に上野三碑を示すことができる。ま
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た、観光に訪れた人は記憶としての旅行を、おみやげによって具現化でき、

より鮮明に旅行の記憶を留めおくことが可能になる。 

そこで本プロジェクトでは、上野三碑みやげとして期待される菓子及び

店舗を如何に PR するかを議論した。しかし、学生だけで議論しても菓子

そのものの良さ等を知ることはできない。本学では高崎菓子まつりの実行

委員として学生を参加させているので、高崎市菓子業組合とは良好な関係

性があることから、菓子業組合の会員の方に呼びかけて、ワークショップ

に参加していただくことにした。結果として、来ていただいた店舗は「丁

子堂房右衛門 倉賀野店（上野三碑ようかん）」、「お菓子司 微笑庵（こう

えつ）」、「旬菓工房 和創ふじのや（三碑もち）」。また、お菓子を提供して

いただいた店舗は「だんべえ本店風間堂（だんべえ饅頭）」、「菓心たつや（フ

ィナンシェ）」、「洋菓子ミリオン 倉賀野店（多胡碑）」（図 6）。 

 

 

図 6 ワークショップに集まったお菓子 

 

これらの菓子を食べながら、店舗の方と一緒に 3 班に分かれて PR の方

法についてのワークショップを行った（図 7）。その際、高崎観光ガイドの

会から小倉政雄氏に来ていただき、観光ガイドとして紹介する方法等を教
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えていただいた（図 8）。 

 

 

図 7 ワークショップのシーン 

 

 

図 8 小倉氏の解説シーン 
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小倉氏からは上野三碑において最もミステリアスなのは多胡碑に書か

れている「羊」であることを示された2。人々はミステリアスなものに関心

を持つものなので、上野三碑をランドマークとするのであれば、この点を

利用することが大切であることを教わった。 

ワークショップの発表では、各班で議論した内容を模造紙に書き、全員

に見ながら、それぞれの班が発表し、菓子業者、小倉氏から批評をいただ

いた（図 9）。 

 

 

図 9 ワークショップの発表シーン 

 

ワークショップでは、既に上野三碑のお菓子を開発した高崎菓子業者

（丁子堂の「上野三碑ようかん」、ふじのやの「三碑もち」、ミリオンの「多

                                                      
2 多胡碑の「羊」は羊太夫であるとする説の他、動物の羊であり、羊毛を納税させる

ために賜ったのではないかという説等があり、現時点では解明されていない。小倉氏

は羊太夫説を支持している。根拠としては名古屋に「羊神社」という神社があり、こ

の神社は羊太夫が現在の高崎市吉井に赴く際に泊まった屋敷跡であると伝わっている

ことによる。 
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胡碑」）があることを知った。加えて、小倉氏から上野三碑おみやげとして

PR する場合には「羊」を利用することが大切であるというアドバイスを頂

いた。そこで、上記３品に加え、「羊（ウール）を用いた小物（例えば、手

袋や巾着袋等）」をパッケージにした商品を観光ガイドオススメの上野三

碑のお菓子ギフトセットとして売り出す案が学生から持ち上がった。 

このアイデアを 2017 年 12 月に行われた本学のビジネス・アイデア・コ

ンテスト（CPC 主催、しののめ信金＆カロエ共催）に応募申請したところ、

優秀賞となった。観光ガイドオススメの上野三碑のお菓子ギフトセットの

イメージは図 10 の通りである。 

 

 

図 10 上野三碑の観光みやげ 

 

② 上野三碑の観光お食事処ワークショップ 

上野三碑の観光みやげのワークショップの後、観光にはお食事処が必要

であることから、2017 年 12 月に上野三碑に近い飲食店に来ていただき、

観光みやげワークショップと同様に、上野三碑の観光お食事処ワークショ

ップを行った。お食事処はおみやげとは違い、観光地に近いことが必要で

あることから、山上碑に近い「ミコカフェ（図 11）」、多胡碑に近い「ヒツ

ジカフェ（図 12）」、金井沢碑に近い「一期一会（図 13）」に来ていただき、
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ワークショップを行った。 

 

 

図 11 ミコカフェ 

 

 

図 12 ヒツジカフェ 
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図 13 一期一会 

 

ワークショップの際に各店舗のおすすめ商品として、ミコカフェでは

「カレーセット（図 14）」、ヒツジカフェでは「アイスコーヒー（図 15）」、

一期一会では「三色そば（図 16）」を持ち込んでいただき、食しながら、

店舗及びおすすめ商品をどのように広報するかを議論した。 

 

 

図 14 ミコカフェ カレーセット（￥1,000） 
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図 15 ヒツジカフェ アイスコーヒー（￥400） 

 

 

図 16 一期一会 三色そば（￥1,080） 

 

なお、このワークショップ状況は NHK「ほっとぐんま 640」で放送され

るとともに、上毛新聞にも記事が掲載された。 
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（３）上野三碑の観光マップ作成 

 

ここまで上野三碑の観光に資するおみやげ及びお食事処についてのワ

ークショップを行ってきた。おみやげとしては既に高崎菓子業者が上野三

碑に関するお菓子を開発していたことがわかった（丁子堂の「上野三碑よ

うかん」、ふじのやの「三碑もち」、ミリオンの「多胡碑」）。また、お食事

処についても、三碑それぞれに近いお食事処があることがわかった。これ

らを上野三碑の観光につなげていくために如何にするかを議論したとこ

ろ、上野三碑観光マップを作成する案があがった。完成した観光マップが

図 17（表側）及び図 18（中側）である。 

 

 

図 17 上野三碑観光マップ（表側） 
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図 17 上野三碑観光マップ（中側） 

 

以上のように本プロジェクトでは。上野三碑という観光のためのランド

マークとしては訴求が難しいテーマで、調査研究及び社会実装を行ってき

た。これらの研究等を通じて、上野三碑をランドマークとする観光に必要

となるツール（おみやげとお食事処）について深く探求し、プロトタイプ

としての観光マップを作成することができた。加えて、本プロジェクト活

動を通じて、高崎市菓子業組合や上野三碑に近い飲食店、山名八幡宮等地

域連携が図られ、一定程度地域活性化につながった。 

本プロジェクトに関与した学生たちも、地域をより深く知ることができ、

本地域により関心が高まったようである。さらに、地域の課題に対してサ

ービスデザイン・シンキングを応用した PBL により、一つの試作品（プロ

トタイプ）といて上野三碑観光マップを完成させたことは学生たちの自信

につながり、地域志向人材の育成に役立つものと推定する。 
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第 5 章 

社会実装としての石碑の路ハイキング 

 

 

（１）石碑の路とは 

 

第 4章では上野三碑の観光に資する観光マップの作成を行った。しかし、

実際に上野三碑に観光に来てもらうためには、観光マップだけでは困難で

ある。他方で、地方創生という意味において観光を検討する場合、観光客

数だけではなく、観光客一人当たりの当該地域の滞在時間を目標とする動

きもある。 

本地域は里山等を含む日本の原風景が豊かに残り、ハイキング等に適し

ていることから、日本の原風景をテーマにすることで観光客の滞在時間を

延ばすことが可能である。特に、第 4 章でも述べた山上碑と金井沢碑を結

ぶ尾根に沿って作られている「石碑の路」を活用することで、観光客の滞

在時間を延ばすことができれば、上野三碑をランドマークとする観光にも

つなげていくことができる。 

ここで改めて石碑の路について説明する。石碑の路とは、ユネスコの「世

界の記憶」に登録された上野三碑のうち、2 つの碑、山上碑と金井沢碑を

結ぶ高崎自然歩道の一部を指す。この区間には数多くの石碑があることか

ら、高崎自然歩道の中でも、特に「石碑の路（いしぶみのみち）」と呼ばれ

ている（図 18）。この石碑は、国や県、市などが建てたものではなく、信

澤克巳氏（故人・信澤工業株式会社・二代目社長）が私費で建てたもので

ある。信澤社長は高崎自然歩道、特に山上碑と金井沢碑を結ぶ区間につい

ては、大切に使ってほしいという想いから、万葉集の歌を刻んだ石碑を立

てることにした。万葉集の中には「上野国歌（こうずけのくにのうた）」、

いわゆる「東歌（あずまうた）」が多く詠まれていることから、石碑によっ

て古代東国のロマンを伝えることで、当該石碑がある限り、この道（石碑
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の路）は人々に大切にされると想定して、石碑を建てることにした。 

 

 

図 18 石碑の路マップ 

 

 

（２）石碑の路研究会とハイキングツール 

 

本学は、この石碑の路の環境整備等に、COC 事業採択前から関わってお

り、一通りの調査研究も終えていた。しかし当該調査研究は、観光に資す

る研究等ではなかったことから、上野三碑のユネスコ「世界の記憶」登録

を睨んで、本年度初頭から「石碑の路研究会」を発足させ、研究者間で議

論するとともに、石碑の路をテーマにした PBL としてサービスデザイン・

シンキングを応用した教育プログラム開発に向けて検討を行った。 

検討の結果、石碑の路をテーマにした PBL として、石碑の路ハイキング

を学生に企画させ、その企画内容を基にして、実装させるという提案が出

た。しかし、石碑の路ハイキングといっても、万葉集は現代人には難しく、

素通りされてしまう場合が一般的である。そこで本研究会では、万葉集を



33 

 

利用したハイキングについて再度検討した結果、万葉集は古代の「歌

（Song）」であったことから、万葉集そのものを歌詞とする歌（現代風にア

レンジした Song）を作ることにした。しかし、万葉集そのものの意味がわ

からないと歌（Song）を聞いても楽しめないことから、万葉集の行間を損

ねない程度に現代人でも理解できる現代語訳に取り組むことにした。さら

にインバウンドもにらんで、現代語訳を英文に翻訳することにした（表 1）。 

 

表１ 石碑の路にある万葉集の現代語訳とその英文 

 歌 現代語訳 英文 

3/G 佐野山に打

つや斧音の

遠かども寝

もとか子ろ

が面に見え

つる 

佐野山で打っている(木

を切っている)斧の音が

遠くから聞こえる。そ

れと同じように私と彼

女は遠く離れているけ

れど、彼女が私と共寝

をしたいと思っている

のか、私の瞼に彼女の

姿が出てきた。 

As if from a distance, a 

sound of chopping can be 

heard… 

We are separated by a 

great distance, and yet, I 

can envision her form in 

my mind’s eye. I feel her 

presence, as if by my side 

she dreams of me. 

4 吾が恋は現

在もかなし

草枕多胡の

入野の将来

もかなしも 

我々二人の恋は今もあ

まり上手くいっていな

いし、将来もあまり見

通しがない。二人は相

思相愛だが、何かしら

の障害があると推測さ

れる。 

Our future is clouded in 

the shadow of Tago vale; 

even our present state is in 

question and sorrow. 

6 日の暮に碓

氷の山を越

ゆる日は夫

なのが袖も

さやに振ら

碓氷峠を越える日(群馬

県から長野県に越えて

いく)に、あなたは袖を

振ってくれたが、その

振った袖が今でも瞼に

That morning, I stood at 

the gate and watched you 

wave goodbye. That day 

you slipped thought the 

Usui mountain pass, you 
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しつ 浮かんで忘れられな

い。 

disappeared from my view. 

7 阿須可川塞

くと知りせ

ば数多夜も

率寝て来ま

しを塞くと

知りせば 

いつも会える状態(頻繁

に会っていた訳ではな

い)だったのに、川で塞

き止められて渡れなく

なる(会いに行けなくな

る)のが分かっていれ

ば、もっと頻繁に通っ

た(会った)のに 

We believed our embrace 

free and endless, until the 

river stopped flowing. If 

only we had known… 

8 遠しとふ故

奈の白嶺に

逢ほ時も逢

はのへ時も

汝にこそ寄

され 

遠い場所で会っても会

わなくても、二人は良

い仲(付き合っている)

と言われている。それ

が嫌(鬱陶しい、人に知

られることに嫌悪感が

ある)。 

It doesn’t matter if we 

continue our assignations 

in some distant place or 

not at all: our affairs are 

the subject of others’ 

gossip. 

9 小竹の葉は

み山もさや

にさやげど

もわれは妹

思ふ別れ来

ぬれば 

山の中の笹の葉が風に

よって騒めいている(風

雅な響き、余裕があれ

ば耳を傾けたい)にも関

わらず、ひたすらに妻

のことを考えている。

別れてきてしまったか

ら。 

Immersed in despair of her 

prolonged absence, I 

cannot decipher: is the 

susurration of the bamboo 

leaves a subtle whisper or 

a banshee’s shriek? 

10 紫草の根延

ふ横野の春

野には君を

懸けつつ鴬

鳴くも 

春の野であなたを想っ

てウグイスが鳴いてい

る(春が来て嬉しい気持

ち)。 

Yearning from the 

shadows in the fields of 

spring, a song bird warbles 

a mating call to you. 
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11 妹をこそあ

ひ見に来し

か眉引の横

山辺ろの鹿

猪なす思へ

る 

彼女に会いに来ただけ

なのに、自分を動物で

あるかのように追っ払

いやがって(彼女の母親

に対し毒づいている)。 

I came only to see her for 

a moment and yet I was 

dashed out like vermin. 

E み空行く月

の光にただ

一目あひ見

し人の夢に

し見ゆる 

月の光(月光)に照らさ

れた男性の姿を見て一

目惚れしてしまった。

その一目惚れした男性

が私 (自分)の夢(彼の

ことで胸がいっぱい、

彼を思う気持ちが強い

ため)に出てきた。 

With only a glimpse of 

your face in the moonlight, 

I fell for you in that 

instant. You came to me in 

my dreams. 

F 山川も依り

て仕ふる神

ながらたぎ

つ河内に船

出せすかも 

山や川の神もこぞって

天皇に仕える。その天

皇が神々しく神として

激流の波の荒い川の中

に船を出す(何処かへ行

くのではなく、船遊び)

ことだろう。 

With the deities of the 

mountains and the rivers 

prostrate before her, the 

Great Goddess launches 

her vessel on turbulent 

waters. 

 

なお、本プロジェクトも上野三碑をランドマークと観光を標榜している

上に、上野三碑のうちの二碑が石碑の路に存在していることから、上野三

碑にちなんだ歌も作ることにした。そこで高崎市では上野三碑の公式キャ

ラクターとして「コウヅケ 3 ピーズ」というものがある。本研究会では、

このキャラクターにちなんだ歌（Song）の作詞作曲をすることにした（図

19）。万葉集もコウヅケ 3 ピーズも、歌（Song）の作成においては、学生の

意見も聞き、その意見を反映させながら、作詞作曲の作業を行った。 
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図 19 コウヅケ 3 ピーズのテーマ 

 

以上のようにして、ハイキングに利用できるツールを作成し、上野三碑

が「世界の記憶」に登録された 10 月末から、本格的に石碑の路ハイキング

についての PBL 活動を開始した。 

 

（３）ハイキングツールを用いたハイキング企画 

 

本プロジェクトでは、石碑の路ハイキングを実施するために学生に企画

をさせた。 

まず、コースについて検討した。その際、石碑の路の内、「七曲り」とい

われる部分は急激なアップダウンがあり、足元も不安定であることから、

この部分を避けることにした。そこで、上信電鉄上信線の高崎商科大学前

駅から石碑の路に入れる道が新しくできていることから、その道を通って、

山上碑に向かうコースを選択した。そうした場合、金井沢碑には行けなく

なるが、参加者の安全を考慮すると致し方ない選択である。 

したがって、高崎商科大学前駅を出発し、石碑の路に入り、山上碑に向

かう。山上碑から山を階段で下り、山名八幡宮を通って、高崎商科大学山

名拠点を到着点とする約 5ｋｍの工程になる。 
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この間、万葉集の歌が刻まれた石碑は 10 基ある。表 1 の通り、石碑の路

研究会で現代語訳、英文、歌（Song）を作成したが、このままではハイキ

ングに利用できない。そこで、ハイキング・マップを作成し、そこに QR

コードを貼ることで、スマートホン等で歌（Song）や英語を聞けるように

することで、この問題を解決した（表 2）。 

 

表 2 石碑の路にある万葉集の歌とその英文の QR コード 

 歌 歌（Song） 英語 

3/G 佐野山に打

つや斧音の

遠かども寝

もとか子ろ

が面に見え

つる 

  

4 吾が恋は現

在もかなし

草枕多胡の

入野の将来

もかなしも 
  

6 日の暮に碓

氷の山を越

ゆる日は夫

なのが袖も

さやに振ら

しつ   
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7 阿須可川塞

くと知りせ

ば数多夜も

率寝て来ま

しを塞くと

知りせば   

8 遠しとふ故

奈の白嶺に

逢ほ時も逢

はのへ時も

汝にこそ寄

され   

9 小竹の葉は

み山もさや

にさやげど

もわれは妹

思ふ別れ来

ぬれば   

10 紫草の根延

ふ横野の春

野には君を

懸けつつ鴬

鳴くも 

  

11 妹をこそあ

ひ見に来し

か眉引の横

山辺ろの鹿

猪なす思へ

る   
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E み空行く月

の光にただ

一目あひ見

し人の夢に

し見ゆる 

  

F 山川も依り

て仕ふる神

ながらたぎ

つ河内に船

出せすかも 

  

 

 コウヅケ 3 ピーズのテーマについても QR コードにして、ハイキング・

マップに投入した（表 3）。 

 

表 3 コウヅケ 3 ピーズのテーマ QR コード 

 

 

 

（４）社会実装としての石碑の路ハイキング 

 

本ハイキングの広告については、チラシと告知用の動画を作成する予定

であった。しかし動画について、撮影予定日に雪が降ったため、事前にハ

イキングコースの作成をすることが不可能になり、断念した。チラシにつ
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いては予定通り作成（図 20）し、近隣の中学校や公民館等に配布するとと

もに、Facebook 等 SNS で告知した。 

 

 

図 20 石碑の路ハイキング・チラシ 

 

広告とともに、ハイキング・マップ案の作成も同時に行った。マップに

は上記の QR コードを投入するとともに、ハイキングコース、上野三碑の

場所等もわかるように配置した。結果として完成したのが、図 21 及び図

22、図 23 である（A3 判を半分にして、三つ折りにした）。 
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図 21 石碑の路ハイキング・マップ（表紙部分・A4 判サイズ） 

 

 

図 22 石碑の路ハイキング・マップ（A4 判サイズの裏面） 
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図 23 石碑の路ハイキング・マップ（中・A3 判サイズ） 

 

上記のハイキング・マップを使い、万葉集の歌が刻まれた石碑があれば、

その場で万葉集の歌（Song）を聞くことにしたが、歌（Song）を聞くだけ

でなく、何かイベントをした方がよいという意見もあり、実行委員会で検

討した。その結果、当該万葉集の歌の中身にちなんだクイズを実施するこ

とになった。また、クイズ正解が多数の人に何か懸賞を付けた方が良いと

いうことになった。 

 そこで、第 4 章で考案した上野三碑に関するお菓子 3 点を紙箱に入れて、

セット販売するというアイデアを実装することになった。ここで単にクイ

ズの懸賞ということではなく、実際に販売を想定して、実装することにし

たので、まず、当該おみやげを購入するペルソナ（人物像）について議論

した。その結果、「50 から 70 歳代の女性」ということになった。このペル

ソナを基にして包装紙のコンセプトを考案したところ、2 つの案が出てき

た。 

一つは、上野三碑で最もミステリアスである「羊」を全面に大胆に打ち
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出しつつ、上品で、落ち着いたイメージにするもの。 

もう一つは、観光みやげである以上、購入後に何か残るものが必要では

ないかという意見から、包装紙を利用して「ツル（群馬）」を折るという意

見が出た。ツルが折れることから、上野三碑を想起させるものにしたいと

いうことである。 

議論の結果、出来上がった包装紙は図 24 及び図 25 である。 

 

 

図 24 上野三碑みやげ「羊」 

 

 

図 25 上野三碑みやげ「上野三品」 
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図 24 の上野三碑和菓子詰め合わせ「羊」は、上野三碑で最もミステリア

スである「羊」を全面に大胆に打ち出しつつ、上品で、落ち着いたイメー

ジになっている。 

他方、図 25 の上野三碑和菓子詰め合わせ「上野三品」は、購入層を想定

して上品で落ち着いたイメージにしつつ、包装紙の裏側にはツルを折れる

仕掛けがあり、ツルを折ると図 26 のようになる。 

 

 

図 26 上野三品と折ツル 

 

このようにして上野三碑みやげも完成し、クイズの懸賞ができたことか

ら、2018 年 2 月 24 日（土）に石碑の路ハイキングを実施した。 

当該ハイキングの様子は、学生が動画撮影・編集を行ったので、Youtube

にアップするとともに、QR コード化した（表 1）ので、表 1 にスマートホ

ン等をかざすことで当該ハイキングの様子を窺い知ることができる。 
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表 3 石碑の路ハイキング動画の QR コード 

 

 

当該ハイキングの参加者は総勢 50 名ほど。当日は天候にも恵まれ、石碑

の路をハイキングしながら、万葉集の歌が刻まれた石碑があれば、その場

で万葉集の歌（Song）を聞き、当該万葉集の歌にちなんだクイズを実施し

た。また、山上碑ではコウヅケ３ピーズのテーマを聞き、少しの休憩の後、

山名八幡宮を目指した。山名八幡宮では集合写真を撮り（図 27）、高崎商

科大学山名拠点に着いたのは昼過ぎだった。 

 

 

図 27 石碑の路ハイキング集合写真（山名八幡宮にて） 
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山名拠点では、おっきりこみ1を食べ、クイズの表彰が行われた。クイズ

の正解上位に上野三碑和菓子詰め合わせ「羊」又は「上野三品」を贈呈し

た（図 28）。 

 

 

図 28 クイズの正解上位者記念撮影 

 

以上のように、本地域の観光客滞在時間を延ばす方策として、石碑の路

ハイキングを考案し実施した。今回は南八幡中学校及び山上碑・金井沢碑

を愛する会の方々の協力を得られ、多く人々に参加いただいた。 

本プロジェクト活動を通じて、本学と本地域との連携を図ることができ

たとともに、参加した学生は本地域を深く知ることができ、本地域に対す

る関心も高まったようであり、COC＋事業の目的である、地域が必要とす

                                                      
1 おっきりこみ（西毛地域の伝統料理でうどんを粉が付いたまま煮込んだもの）につ

いては富岡市から「第 2回おっきリンピック実行委員会」のメンバーの方に来ていた

だき、料理を作っていただいた。 
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る人材育成につながったと想定される。 

 

なお、この第 5 章は、高崎商科大学の文部科学省平成 29 年度「地（知）

の拠点整備事業（本学 COC 事業）」における平成 29 年度地域志向教育研

究助成によって行われた「上野三碑及び石碑の路のハイキングを通じた高

崎市の地方創生に向けての教育活動（代表：築雅之 本学教授）」の教育活

動による成果であることを銘記する。 

 

 

 



48 
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第 6 章 

まとめ 

－ 社会実装を終えて － 

 

 

平成 29年度で本学 COC事業は終了するが、本学は事業協働機関として

COC＋事業にも参画している。COC＋事業では本地域の地方創生の中心と

なる「ひと」の地方への集積の促進を目的にしていることから、これまで

本学が COC 事業として行ってきた教育カリキュラム改革のさらなる発展

に向けて推進していくつもりである。加えて COC＋事業では、群馬県の雇

用創出や地元就職率の向上に取り組むとともに、本地域が必要とする人材

を養成することが求められる。そのためには、科目横断的な教育プログラ

ムが必要となると同時に、地域に（明示的であるか、潜在的なのかの区別

なく）存在する課題等を解決していくための実践的な学習プログラム（課

題解決型学習：Project-Based Learning(PBL)）の開発が必要である。 

そこで本年度、本学教育プログラム改革の COC 事業から COC＋事業へ

のスムーズな移行も兼ねて、サービスデザインの考え方を活用した教育プ

ログラムの開発を行ってきた。この教育プログラム開発活動の一環として、

上野三碑をランドマークとした観光に資する PBL活動を行った。 

本書では本年度の PBL活動の内、上野三碑観光マップ作成と石碑の路ハ

イキングという 2つのプロジェクトについて報告した。これらのプロジェ

クトではサービスデザインの考え方を応用し、企画・調査・プロトタイプ

作成・社会実装といった PDCA サイクルに沿って実施した。結果として、

当該 2つのプロジェクトでは、ともに本学と本地域との連携を図ることが

できたとともに、参加した学生は本地域を深く知ることができ、本地域に

対する関心も高まったと推測される。 

課題としては、両プロジェクトともに PCDA サイクルを 1回しか回すこ
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とができなかったことから、社会実装事業としては不十分である点が挙げ

られる。 

とはいえ、以上みてきたように本学が試行した当該教育プログラムによ

って、COC＋事業の目的である、地域が必要とする人材育成につながるこ

とが確認され、本地域を志向する学生の増加が見込めると想定されること

から、次年度以降においても引き続き本学 CPC の教育プログラムに取り

入れ、さらに本教育プログラムの精度を高めていく予定である。  
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石碑の路研究会メンバー 

氏名 所属 役職 

前田 拓生（座長） 
本学 商学部 教授 

CPC センター長 

北川 和秀 群馬県立女子大学 名誉教授 

熊倉 浩靖 群馬県立女子大学 教授 

中村 雅典 本学短期大学部 学科長／教授 

Kirsten Snipp 本学 商学部 准教授 

小林 研二 作曲家 

篠原 和宏 作曲家 

加島 勝一 本学 CPC 事務長 

安藤 佳奈 本学 CPC 地域コーディネーター 
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本プロジェクト参加学生一覧 

氏名 所属学部 学年 

荒木 勇介 本学 商学部 3 年 

飯塚 英之 本学 商学部 3 年 

飯野 真人 本学 商学部 3 年 

岡部 貴優 本学 商学部 3 年 

窪田 恭一 本学 商学部 3 年 

坂戸 一喜 本学 商学部 3 年 

髙野 真衣 本学 商学部 3 年 

中嶋 一斗 本学 商学部 3 年 

中島 涼 本学 商学部 3 年 

西山 圭輔 本学 商学部 3 年 

藤原 徹哉 本学 商学部 3 年 

森谷 拓海 本学 商学部 3 年 

山崎 温 本学 商学部 3 年 

山下 諒也 本学 商学部 3 年 

阿部 達也 本学 商学部 2 年 

礒部 楓香 本学 商学部 2 年 

齋藤 朝陽 本学 商学部 2 年 

笹澤 貫太 本学 商学部 2 年 

鈴木 裕貴 本学 商学部 2 年 

滝沢 美桜 本学 商学部 2 年 

知高 良浩 本学 商学部 2 年 

永山 七虹 本学 商学部 2 年 

濵田 武 本学 商学部 2 年 

本多 優作 本学 商学部 2 年 

黛 一希 本学 商学部 2 年 

レ ヴァン クエット 本学 商学部 2 年 



55 

 

阿部 菜々子 本学 商学部 1 年 

石井 拓弥 本学 商学部 1 年 

金田 拓也 本学 商学部 1 年 

島田 康太郎 本学 商学部 1 年 

白石 直也 本学 商学部 1 年 

チョウ テンカク 本学 商学部 1 年 

中谷 栞緒 本学 商学部 1 年 

中畑 康平 本学 商学部 1 年 

丹羽 さくら 本学 商学部 1 年 
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