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概要：健康づくりや生活習慣病予防は重要な課題となっており，ふだん運動を積極的に行わない中高年者
を対象とした運動継続支援が試みられている．しかし，既存の運動継続支援サービスやシステムは，ユー
ザが外出をしなければそもそも利用されないという問題があり，まずは外出を促進することが重要である．
本研究では，SNS と写真を撮り歩く「フォトウォーク」を組み合わせることにより，主として中高年者を対
象とした外出のきっかけ作りを行う．さらに，SNS との連携により，写真のアップロードと閲覧，写真に
対するコメントの共有，評価，ウォーキングデータの閲覧機能をユーザに提供し，フォトウォーク全体を
支援する．また，写真とウォーキングデータをもとにしたランキングとメールによるフィードバック機能
により，ユーザの競争心とフォトウォークの実施を意識づけるようにした．3 週間の使用実験の結果，半
数の被験者がウォーキングを継続でき，71.4%の被験者が外出に積極的になったという結果が得られた．
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Abstract: In this research, we aim to develop an exercise continuity support system for middle-aged and
elderly persons. Lifestyle diseases prevention has become an important issue. There are many systems and
services that support continuing exercise for middle-aged and elderly persons who cannot actively perform
usual exercises. However, existing services and systems have a problem that the users have to walk out
in their intentions. Our proposed system adopts photo sharing SNS and ‘PhotoWalk’ that is the walking
style while taking photographs as a trigger making walking out, mainly for middle-aged and elderly persons.
Users can share photographs taken during photowalking, comments on the photos, evaluations, and walking
data using the SNS. In addition, the system generates a sense of competition among the users by the photo
rankings and walking rankings, and sends an email to provide a feedback to each user. From the result of
the experiments, we presented that the half of the subjects were able to continue walking and 71.4% of the
subjects became active in walking out.
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生活習慣病は中年から高齢者の間で急増しており，2008
年には全世界で 3,600 万人が生活習慣病が原因で死亡して
いる．さらに，2030 年までに生活習慣病による死亡数が

5,500 万に増加すると予測されている [1]．厚生労働省では
ウェブページ上で生活習慣病の対策を呼びかけており，身
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体活動や運動を行うことによって生活習慣病が原因の死亡

施したいと回答していた．このため，運動の低頻度実施群

率が低下することや，メンタルヘルス，生活の質の改善な

には，これらの項目を取り入れた運動を推奨することが効

どの幅広い効果があると呼びかけている [2]．この中で，1

果的であるとされている．実際，集団運動は精神的健康度

日 1 万歩の歩行（以下，ウォーキングと記述する）を健康

の改善に効果的であり，個別運動と比較して運動実施率が

のための運動目標としている．

高いとされている．ジャンピングスクワットのような単純

ウォーキングは比較的負荷の軽い運動であり，道具を必

な運動では，個別実施群に比べて集団実施群は，心理的満

要としないため気軽に始められるだけでなく，気分転換に

足感や充実感が高い結果が得られている [6]．一方，個別実

なりストレスを解消する側面もある．そのため，幅広い年

施群では「何かほかのことをしたい」と感じる被験者が有

齢層が日常的に行っている．この状況を受け，ウォーキン

意に多く，つまらなさや飽きを解消するための「楽しめる

グやランニングの効果を視覚的に表示するためのシステム

運動」としての仕組みが必要である．

や，継続を支援するためのシステムが多数提案されている．

64 歳までを中年者，65 歳以上を高齢者と分類し，運動習

これらのシステムやサービスでは，GPS や歩数計などの利

慣に関連する生活習慣要因を比較した結果では，就業の有

用により，歩行経路や距離，歩行ペース，時間の計測を行

無，外出頻度の項目において有意差が認められている [7]．

い，そのデータをウェブ上で管理する機能や，個々に合っ

歩数量に応じて特典ポイントを付与し，ポイントを金券と

た運動内容の推薦などのフィードバックを提供している．

交換できるサービスを実施した調査では，歩行開始後 270

ウェブ上で記録が共有されることによって，ユーザらに達

日が経過しても歩数量の有意な低下は認められず，歩数量

成感や助け合いの気持ち，競争意識を生じさせ，運動継続

もポイント付与を行わない場合と比較して多くなる傾向を

の意欲が高まることが期待される．しかし，運動そのもの

示した．しかしながら，歩数は自己申告制であり，継続的

の楽しさや面白さを感じさせる機能についての検討が不十

な行動変容を実現するためには，金銭的な報酬だけではな

分である．また，運動支援サービスには，ユーザが外出し

く，体調改善の自覚，体脂肪減少などの，身体的・内面的

なければそもそも利用されないという問題があり，外出を

な報酬をともなう必要があることも述べられている [8]．

促進することが重要である．
そこで本研究では，写真を撮りながらウォーキングを行
うフォトウォークを利用し，外出のきっかけ作りを行う．
さらに，SNS を通じて運動継続の意欲が保たれるよう，支
援を行う．
本論文では，2 章において運動や運動継続を支援するた
めの要因や既存システムについて述べ，3 章において，フォ
トウォークと SNS を組み合わせたウォーキング継続支援
システムを提案する．提案システムの評価実験と，その結
果に対する継続性の評価を 4 章で検証し考察する．最後に

5 章において本論文をまとめる．

2. 関連研究
2.1 運動支援や運動継続に関わる要因
平成 15 年の健康増進法の施工 [3]，二十一世紀における

以上の調査結果をふまえると，運動の必要性は感じてい
るが運動を継続できない，という問題を解決するために必
要な事項は，大きく以下の 4 項目と考えられる．

• 仲間の存在：同様の運動プログラムに取り組んでいる
他者から受ける影響．

• 運動の内容：単調な運動ではなく，楽しめる運動．飽
きの解消．

• 実施可能な時間：就業者でも時間をかけずに取り組め
る内容．

• 達成感：運動実施による，自身の心理状態，健康状態
への影響の明確化．分かりやすいフィードバック．

2.2 運動の意欲向上や継続を目的とした既存研究
前述のように，健康行動を起こしたくなるような仕掛け
の配置と行動変容を継続できる仕組みの整備が不可欠であ

第二次国民健康づくり運動（健康日本 21（第二次））[4] の

り [8]，生活習慣病の予防に着目した運動習慣の獲得につい

策定など，健康づくりや生活習慣病の予防は大きな注目を

て，地域，自治体なども協力し，様々な取り組みが行われ

集めている．これを受けて，行動科学や健康科学など様々

ている．

な分野において，ふだん運動を積極的に行わない中高年者
を対象とした運動継続支援が試みられている．

データ放送コンテンツを利用して自宅で簡単に取り組む
ことができるサービスでは，実験実施後のインタビュー調

運動を継続できない理由として，仲間がいないから，指

査において，体操実施に対する動機づけと体操の習慣化に

導者がいないから，運動の仕方が分からないから，施設や

つながる意見が得られた [9]．しかし，被験者がもともと

場所が近くにないから，機会がないからなどの項目が大

体調不良の緩和を目的に体操に取り組んでいた可能性が高

きな割合を占めているとの調査結果が報告されている [5]．

く，本研究における対象ユーザである「運動したいがなか

この報告の中で，運動の低頻度実施群では，調査対象者の

なか続けられない」被験者がどの程度参加していたかは明

65.9%が「楽しめる運動はしたい」と回答しており，この

らかになっていない．日常生活を送るなかで楽しく体を動

ほか「仲間とできる運動」に対しても，多くの対象者が実

かしながら心身の活性化を促すシステム [10] では，自発的
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に継続利用することの難しさが問題となっており，運動を

ウォーキングの，ただ歩くだけという単調な作業や毎日

始める気軽さだけではなく，利用のきっかけが重要として

同じコースを歩くことから生じる退屈さや飽きを解消する

いる．運動の継続を阻害する要因に，忙しさからの時間的

ため，ウォーキング中にスクワットなどのウォーキング以

余裕のなさがあげられることから，実体のあるロボットを

外の軽度の運動を提示して，単調さを軽減する試みも行わ

システムが操作し，自宅の中で利用者に近づき話しかけて

れている [18]．しかしながら，ふだん運動をしない 40 代か

運動に関するきっかけを作ることを試みている．しかし，

ら 60 代の被験者からは「運動をすることを目的として家

中高年者を対象としたシステム設計には至っていない．

から出ないので，システムを利用しなさそう」という意見

仲間の存在を感じさせるために，SNS を利用したシス

が得られた．また，主な対象ユーザとして設定している中

テムが数多く提案されているが，コミュニケーションを行

高年者は，仕事以外の時間における外出の頻度が低下する

うために設置されたウェブサイトに書き込みをしても，他

傾向にある [19], [20]．これらの結果から，運動継続支援に

ユーザからのリアクションがなければ，再度ウェブにアク

は，対象者にあった楽しみの提供と外出のきっかけを作る

セスするためのモチベーションを低下させる要因となり

ことが重要であると考えられる．

うる [11]．堀米らは，運動の習慣化を支援する機能として

これらの問題を解決するため，本研究では，写真を撮り

SNS を利用するシステムを開発した [12]．システムに入力

ながらウォーキングを行うフォトウォークと SNS の利用

された運動内容はブログにより共有され，グループの協同

により，外出のきっかけを作りつつウォーキングの単調さ

や友人間の競争心が向上し，やる気の促進につながるとし

を解消し，運動継続を支援するシステムを提案する．

ている．また，田部らは，SNS の仕組みを取り入れながら
生み出した [13]．Fish‘n’Step では歩数によって仮想的な魚

3. SNS とフォトウォークを利用した運動継続
支援システムの構築

のキャラクタの成長や活動内容が変化する [14]．同じ水槽

3.1 設計方針

も，対話を用いない競争機構により運動の動機づけ効果を

に他のユーザの魚が表示されるため，他者との実施状況を

本研究における対象ユーザは，主として運動の必要性を

比較することができる．これらの研究では競争意識による

感じながらも実施，継続することが難しい中高年者である．

意欲向上に重点を置いている．しかし，運動プログラムに

2 章における議論をもとに，このようなユーザがまず外出

おける運動継続要因に関する検討では，同じ運動を毎日繰

するきっかけを得て，さらに運動を継続することができる

り返し実施した場合には，飽きが生じてしまい継続するた

ようなシステムを設計する．そのために，以下の点に着目

めの意欲が低下することが報告されている [11]．したがっ

する．

て，ウォーキングという運動そのものに対する飽きについ

( 1 ) 仲間の存在を感じられる仕組みの導入

ても検討しなければならない．

( 2 ) 負荷が高くなりすぎないような配慮を行ったうえで，

ゲーム要素を取り入れることによって運動意欲を高める

飽きがこないよう工夫された運動内容

システムも提案されている．皆木らはユーザの心拍数をも

( 3 ) 就業者であっても短い時間で実施できる内容

とにゲーム内容を変え，ユーザ個々にあった運動効果と運

( 4 ) 運動の成果が分かりやすく理解できるような情報の提

動達成感を与えるシステムを開発している [15]．実験の結

示やインタフェースの設計

果，運動達成感を高められることが確認されたが，運動の

項目 ( 1 ) に対しては SNS の利用，項目 ( 2 ) および項目

きっかけ作りや継続性の点における評価は明らかになって

( 3 ) に対してはフォトウォークの利用，項目 ( 4 ) に対して

いない．個人の健康状態やライフスタイルに合わせ，目標

は歩数や実施時間の表示という方法によって，システムを

期間に応じた食事や運動内容の推薦を行うシステムも提案

構築する．

されている [16]．簡易な入力に対して食事や運動メニュー

生活習慣病などの病気はウォーキングなどの軽い運動で

というフィードバックを与えることによって，システムの

症状を改善できるといわれている [2]．本論文においては，

利用継続性を高めている．しかし，実際に運動を実施する

ウォーキングとは，健康運動としての歩行，また買い物時

かどうかはユーザのやる気にゆだねられており，きっかけ

などの移動を含む歩行とし，外出とは，ウォーキングの実

作りに関する支援が不足している．

施を指すこととする．二輪車や四輪車により移動を行う他

ぐるペコは，好んで運動を行わないような人が意図せず

出は，外出には含まない．

とも日常生活の中で少しずつ運動量を増やすようなシステ
ムである [17]．目的地までに設置された複数のチェックポ

3.2 フォトウォーク

イントを回り，経路を遠回りなものに変化させている．し

フォトウォークとは，興味のあるものを探してカメラを

かし，実験ではユーザの立ち寄ったチェックポイントの数

持ち歩く行為のことであり，写真の撮影が主な目的であ

のみを比較しており，具体的にシステムが継続性や達成感

る．カメラクラブや自治体などの団体が主催するものが多

にどの程度貢献しているかは不明である．

いが，個人が行った場合でも，Facebook や Twitter などの
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SNS 上で撮影した写真が公開されている．
フォトウォークは，興味のあるものを探して歩くため，
通常のウォーキングと同様，数 km 歩く可能性があり，運
動促進効果が期待できる．運動促進効果については，先行
研究により，フォトウォークを取り入れてウォーキングを
行った場合，実施日あたりの平均歩数が増加すること，1
回あたりの平均実施時間が延びることが明らかになってい
る [21]．また，ユーザに運動提案を行った場合「電車に乗っ
ている間お腹に力をいれる」などの並列的な提案や「エス
カレータの代わりに階段を使う」などの代替的な提案は，
実施されやすいという結果が報告されている [22]．一方，
中高年者の中には写真の撮影を趣味とするものも多いこと
から，本研究では，フォトウォークを外出のきっかけ作り
として取り入れる．

3.3 フォトウォーク用 SNS サイト PhotoWalkers

図 1

3.3.1 実装機能

マイページの表示例

Fig. 1 Screen of mypage.

フォトウォークで撮影された写真を共有するための SNS
サイト，PhotoWalkers の構築にあたり，以下の機能を実
装する．

を行うことができる．図 1 に，マイページの表示例を示

機能 ( 1 )：写真のアップロード，公開，閲覧，コメント，

す．ユーザ情報は，他ユーザに公開されるニックネーム，

評価など，一般的な写真共有サイトと同等の機能

生年月日，メールアドレス，パスワード，性別，身長，体

機能 ( 2 )：ウォーキングの実施記録の入力，過去の実施記

重からなる．アップロードされた写真は，このページの下

録の閲覧機能
機能 ( 3 )：公開された写真やウォーキングデータをもとに
したランキング機能
機能 ( 4 )：ウォーキングの実施を意識できるよう，メール
通知によるフィードバック機能

部にサムネイルで一覧表示される．他ユーザのマイページ
を閲覧する際には，プライバシに配慮し，上記の登録情報
のうち，ニックネーム，誕生日，性別，月間の累計ウォー
キングデータ，アップロードした写真の一覧のみが表示さ
れる．

機能 ( 1 ) はユーザが撮影した写真を共有するために必要

ウォーキングデータを登録する際には，日付，1 日の歩

である．機能 ( 2 ) は，ウォーキングの記録共有のための機

数，実施時間を入力する．1 日の歩数には，日常生活にと

能である．これらの記録や写真に対する評価をもとに，機

もなう歩行による歩数を含む．また，実施時間は運動とし

能 ( 3 ) の機能により順位づけを行い，ユーザ間の競争意

てのウォーキングを行った場合の時間とする．たとえば「1

識や連帯感を生み出す．提案システムは運動したいと思っ

日 10,000 歩歩いたがウォーキングを実施していない」場合

ているがなかなか外出できないユーザを対象としているた

は，歩数は 10,000 歩，実施時間は 0 時間 0 分となる．
「1

め，機能 ( 4 ) のようにシステム側からメールによって働き

日 10,000 歩歩き，ウォーキングを 30 分実施した」場合は，

かけを行う．

歩数は 10,000 歩，実施時間は 0 時間 30 分とする．図 1 に

サイトは，トップページ，ログインページ，マイページ，

示すウォーキングデータの項目内の「過去の記録を見る」

アップロードページ，閲覧ページ，検索ページ，イベント

をクリックすると，図 2 に示すようなグラフが表示され

ページ，ランキングページの 8 種のページから構成される．

る．グラフの横軸は日付，縦軸は歩数およびウォーキング

以下，これらの詳細について述べる．

の実施時間である．明るい緑色のバーが歩数，暗い緑色の

3.3.2 ユーザ情報の管理

バーが実施時間を表している．

トップページは，PhotoWalkers にアクセスして初めに
表示されるページである．トップページには，募集中の

3.3.3 写真のアップロードと閲覧
写真のアップロードページでは，アップロードする画像

テーマのほか，5 件の新着写真が一覧表示される．ログイ

のファイル名，写真のタイトル，テーマ，公開する Exif 情

ンページは，ユーザ ID とパスワードを入力するページで

報を入力する．テーマは，募集中の項目の中から選択する．

ある．

Exif 情報は，位置情報などのプライバシに関する情報を含

マイページでは，各ユーザが登録情報の確認や編集，
ウォーキングデータの入力，アップロードした写真の確認
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ウォーキングデータの表示

Fig. 2 Screen of walking data.
図 4

ランキングページ

Fig. 4 Ranking page.

のコメント・評価入力欄では写真に対してコメントと「い
いね」の評価を付けることが可能である．コメントは何度
でも記入することができるが，評価は写真 1 枚につき 1 度
だけ付与することができる．写真につけられたコメントは

(6) の個所に表示される．
3.3.4 検索，イベント，ランキングページ
検索ページでは，キーワード検索とテーマ検索によって
写真の検索を行うことができる．キーワード検索は，タイ
トルや説明にキーワードが含まれている写真を検索する．
テーマ検索では，写真につけられたテーマで検索する．検
索結果はアップロード日時の昇順で表示される．
ユーザが外出するきっかけを見つけられるよう，イベン
図 3 写真の閲覧

トページでは，近隣のイベント情報を表示する．表示する

Fig. 3 Browsing a photograph.

データは，イベント情報サイトの RSS フィード*1 を利用
し，自動的に更新されるように設計した．

項目であり，カメラ設定には，カメラのメーカ，カメラの
モデル，F 値，露出時間，ISO 感度などの情報が含まれる．
これらの情報は，アップロード時にサーバに保存される．

ランキングページでは，アップロードされた写真の評価
数，コメント数，閲覧数，ウォーキングデータの歩数，実
施時間に基づくランキング結果を表示する．評価数とは，

データはアップロードしたユーザであれば自由に編集，削

写真閲覧ページで「いいね」が押された回数を指す．写真

除することが可能である．

のランキングは，評価数，コメント数，閲覧数の累計で決

アップロードされた写真は図 3 のように表示される．こ

定する．歩数および実施時間は 1 カ月ごとの合計値で順位

のページは，(1) アップロードされた写真，(2) 投稿者の

付けを行う．図 4 はランキングページの一例であり，評価

ニックネーム，(3) 写真のタイトルと説明，テーマ，アッ

数，コメント数，閲覧数について，それぞれ上位 5 位まで

プロード日時，(4) Exif 情報，(5) コメント・評価入力欄，

の写真が表示されている．このページで表示されている写

(6) コメント表示からなる．(1) に表示されている写真をク

真をクリックすると，図 3 に示す写真閲覧ページが表示さ

リックすると，ブラウザ内で拡大表示される．(2) のニック

れる．

ネームは，そのユーザのマイページへのリンクとなってい
る．(4) の Exif 情報のうち，位置情報が公開状態に設定さ
れていると，Google マップへのリンクが表示される．(5)
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イベント情報を RSS で取得：イベント情報サイトぷらぷら，入
手先 http://www.pla2.net/rss/rss.htm (参照 2015-04-08)

298

情報処理学会論文誌

Vol.57 No.1 294–304 (Jan. 2016)

3.3.5 フィードバック機能

表 1

被験者の内訳

Table 1 Breakdown of participants.

ユーザがウォーキングの実施を意識できるよう，メール
通知によってフィードバックを行う．通知は，アップロー

被験者

年齢

性別

運動頻度

運動内容

ドされた写真にコメントや評価がついた場合のほか，1 週

A

65

男

月 1 回以下

—

B

62

男

週 1〜2 回

ウォーキング

C

58

男

月 2〜3 回

ウォーキング

D

55

男

週 3〜4 回

ウォーキング

E

52

男

月 2〜3 回

ウォーキング

ユーザに自動的に通知を行う．本論文においては，厚生労

F

50

男

週 5 回以上

ウォーキング

働省による情報 [2] を参考に，ウォーキングの実施回数の

G

45

男

週 1〜2 回

ウォーキング

少なさを「ウォーキングの実施回数が 1 週間で 2 回未満」

H

39

男

月 2〜3 回

ウォーキング

という基準をもとに判定する．また，土日の実施を促すこ

I

23

男

月 1 回以下

—

J

23

男

月 2〜3 回

ウォーキング

K

23

男

月 1 回以下

—

間内でウォーキングの実施回数が少なかった場合に行われ
る．コメントと評価の通知は 1 時間ごとに，ウォーキング
の実施回数については金曜日の 20 時にチェックし，該当

とを目的に，金曜日の 20 時に「＜ユーザ名＞さん，今週の
ウォーキング回数が少ないようです．ウォーキングを実施

L

23

男

週 1〜2 回

筋トレ，ランニング

したらマイページから入力しましょう」という通知を行う．

M

23

女

月 2〜3 回

散歩，フットサル

3.3.6 撮影テーマ

N

22

女

月 1 回以下

—

O

20

男

月 2〜3 回

シャドーボクシング

ユーザが写真を撮りやすいよう，撮影するテーマをサイ
ト内でユーザに提示する．募集中のテーマは，トップペー
ジの上部に表示される．また，募集中のテーマは，就業者

を除く 7 種のテーマが 1 週間ごとに更新される．3 週間の

が昼休みに気づくことができるよう，月曜日の 12 時 30 分

実験期間中，21 種のテーマにノンジャンルを加えた，合

に更新され，登録ユーザにメールで通知される．テーマと

計 22 種のテーマが提示された．写真の共有には，前述の

しては「新年を迎えて」
「暖かさを感じる自然・風景」
「街

PhotoWalkers を利用した．被験者には実験開始前にあら

並み・建物」
「格好いい動物」などが例としてあげられる．

かじめ PhotoWalkers を数回利用してもらい，使用方法の

4. 適用実験と考察
4.1 適用実験の目的
提案システムの有効性を検証するために，以下の 3 つの

確認を行った．ユーザアカウントは被験者自身が作成し，
ニックネームも自由とした．3 週間の実験のあと，アンケー
トによってフォトウォーク，撮影テーマ，PhotoWalkers に
関する評価を行った．

仮説を立て実験を実施した．
仮説 1：提案システムは外出のきっかけとなる

4.3 実験結果と考察

仮説 2：提案システムはウォーキングに対する楽しみを与

4.3.1 ウォーキング実施記録

える
仮説 3：提案システムはウォーキングの継続を支援する

3 週間の実験期間におけるウォーキング実施回数および
平均実施時間を表 2 に，平均歩数を表 3 にまとめる．表

仮説 1，2，3 によって，3.3.1 項で述べた機能 ( 1 ) から

中の 1 週目は 12 月 20 日から 12 月 26 日の 7 日間，2 週目

機能 ( 4 ) が，ユーザの意識や行動にどのように影響を与え

は 12 月 27 日から 1 月 2 日の 7 日間，3 週目は 1 月 3 日か

ているかを検証する．

ら 1 月 10 日をさす．表 2 中のウォーキング平均実施時間
は，被験者が記録した実施時間の合計を実施回数で割った

4.2 適用実験の概要

数値である．表 3 の平均歩数は，実施日あるいは非実施日

大学生，大学院生，大学教員，計 15 人を対象に実験を実

の歩数計が記録した歩数の合計を実施回数で割った数値で

施した．実施期間は 12 月 20 日から 1 月 10 日の約 3 週間

ある．また，表 2 の実施回数の「全体」の欄の数値は 1 週

である．被験者の内訳を表 1 に示す．

目から 3 週目までの合計値であり，平均実施時間の「全体」

本実験では，39 歳から 65 歳までの被験者 A〜H を “中

の欄の数値は，1 週目から 3 週目までの合計実施時間を，

高年者”，20 歳から 23 歳までの被験者 I〜O を “学生” と

実施回数の全体の値で割って算出している．たとえば，被

表記する．

験者 A は 1 週目に 1 回，計 90 分のウォーキングを実施し，

スマートフォン所持者は実験者が指定した歩数計アプリ

2 週目に 4 回，計 110 分のウォーキングを実施した．この

を使用し，スマートフォン非所持者には歩数計を貸与して，

ため，1 週目の平均実施時間は 90.0 分/回であり，2 週目の

期間中，歩数および消費カロリの記録を行った．撮影に使

平均実施回数は 110 を 4 で割った 27.5 分/回と表記してい

用する機器は指定していない．一度に提示されるテーマは

る．全体の項目は，3 週間合計で 5 回，200 分のウォーキ

8 種であり，この中にはどのテーマにも当てはまらない場

ングを実施しているため，40.0 分/回である．平均歩数に

合選択される「ノンジャンル」が含まれる．ノンジャンル

ついても同様に算出した．実施回数が 0 回の場合，上記の
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表 2 ウォーキング実施回数と平均実施時間

Table 2 Numbers of walking and average of walking time.
ウォーキング平均実施時間（分/回）

ウォーキング実施回数（回）

被験者

1 週目

2 週目

3 週目

全体

1 週目

2 週目

3 週目

全体

A

1

4

0

5

90.0

27.5

—

40.0

B

3

0

0

3

90.0

—

—

90.0

C

4

7

5

16

15.0

56.4

8.6

33.8

D

7

6

7

20

87.9

35.8

72.9

67.0

E

5

3

2

10

192.0

180.0

210.0

192.0

F

7

7

8

22

42.9

77.9

36.4

52.4

G

7

5

4

16

34.3

84.0

36.3

50.3

H

3

3

1

7

60.0

110.0

30.0

80.0

I

2

1

1

4

42.5

10.0

10.0

26.3

J

3

0

0

3

90.0

—

—

90.0

K

3

1

5

9

20.0

20.0

37.0

29.5

L

6

4

4

14

40.0

37.5

35.0

37.9

M

3

0

0

3

13.3

—

—

13.3

N

6

4

1

11

54.2

36.3

65.0

48.6

O

1

4

0

5

90.0

27.5

—

40.0

平均

4.1

3.3

2.5

9.9

64.1

58.6

54.1

59.4

表 3 平均歩数

Table 3 Average steps.
被験者

ウォーキング実施日（歩/回）

ウォーキング非実施日（歩/回）

1 週目

2 週目

3 週目

1 週目

2 週目

3 週目

全体

A

1,930.0

10,936.0

—

9,134.8

B

12,666.7

—

—

12,666.7

9,772.5

6,895.7

12,828.5

10,702.9

6,573.0

5,894.3

4,469.7

C

7,727.5

11,711.6

8,233.6

9,628.7

5,752.5

8,579.0

—

9,342.3

D

10,420.9

4,069.2

10,008.4

8,960.7

8,371.0

—

14,660.0

—

E

10,577.4

10,450.7

7,330.0

13,307.5

11,085.4

4,046.5

16,760.0

13,439.7

6,404.7

F

6,571.4

5,428.6

5,115.0

5,678.2

—

—

—

—

G
H

7,099.6

9,572.6

6,069.8

7,614.9

—

3,741.5

3,470.5

3,560.8

8,128.0

11,564.0

6,961.0

9,339.0

4,381.3

2,439.5

5,099.7

3,871.1

全体

I

12,137.5

3,905.0

2,725.0

7,726.3

3,657.0

2,100.8

1,762.5

2,439.1

J

12,666.7

—

—

12,666.7

239.3

181.0

6,000.0

1,664.9

K

1,831.7

1,706.0

2,061.4

1,945.3

211.5

215.0

19.7

130.3
4,750.0

L

1,726.5

3,112.5

3,475.0

2,622.1

—

—

4,750.0

M

1,259.3

—

—

1,259.3

332.3

845.1

385.5

562.2

N

7,550.7

6,721.5

8,533.0

7,338.5

—

9,848.0

6,374.0

7,711.3

O

5,117.0

2,266.3

—

2,836.4

2,500.0

—

6,638.5

6,047.3

平均

7,160.7

6,787.0

6,649.0

7,327.6

4,029.2

5,780.1

5,737.0

4,992.0

方法により平均実施時間および平均歩数を算出できないた
め，表中の該当箇所に「-」を記入した．

表 4 に，実験後に被験者に依頼した 5 段階評価のリッ
カートスケールによる評価結果と，一対比較の幾何平均を

ウォーキング実施日における平均歩数と非実施日の平均

示す．5 段階評価の評価尺度は，1 が強く同意しない，5 が

歩数について，全体の項目を比較したところ，実験期間全

強く同意するである．一対比較では，外出のきっかけとし

体の平均歩数が実施日において増加した被験者は 15 人中

てより重要だと考えられている項目を調査するため，(1)

10 人であった．内訳は，中高年者が 8 人中 6 人，学生が 7

から (8) までの項目を 2 項目ずつ比較した．幾何平均の数

人中 4 人であった．ただし，被験者 F は期間中毎日ウォー

値が大きいほど，重要度が高い．一対比較の整合性が保た

キングを実施したため，比較はできない．

れている（C.I. < 0.15）被験者は，中高年者が 1 人，学生

4.3.2 外出のきっかけに関する考察

が 3 人である．

仮説 1「提案システムは外出のきっかけとなる」につい
て考察する．
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表 4 外出のきっかけに関するアンケート結果

Table 4 Result of questionnaire survey on the opportunity to walk out.
質問項目

5 段階評価

一対比較の幾何平均

中高年

学生

全体

中高年

学生

全体

(1) フォトウォークは外出のきっかけになった

4.0

3.4

3.7

1.720

1.994

1.857

(2) 撮影テーマは外出のきっかけになった

3.7

2.9

3.3

0.859

0.616

0.737

(3) 写真の公開は外出のきっかけになった

4.0

3.4

3.7

1.301

2.594

1.947

(4) 写真の閲覧は外出のきっかけになった

3.3

2.9

3.1

0.660

1.442

1.051

(5) ウォーキングデータの入力は外出のきっかけになった

3.6

2.9

3.3

0.812

2.005

1.408

(6) コメント・評価は外出のきっかけになった

3.3

2.3

2.8

2.606

1.513

2.060

(7) ランキングは外出のきっかけになった

3.3

2.9

3.1

2.456

1.546

2.001

(8) フィードバックは外出のきっかけになった

3.0

3.3

3.1

2.775

2.346

2.561

・表中の評価値は平均値である．
・5 段階評価の評価尺度は「1：強く同意しない，2：同意しない，3：どちらでもない，4：同意する，5：強く同意する」である．
・一対比較の評価尺度は「1：同程度，3：比較対象よりわずかに重視，5：やや重視，7：かなり重視，9：絶対的に重視」である．

フィードバックが最も重要度が高かった．しかし，フィー

表 5 楽しさに関するアンケート結果

ドバックは 5 段階評価では最も評価が低かった．その原因

Table 5 Result of questionnaire survey on the sense of fun to

として，メール通知によるフィードバックはウォーキング

walk out.
質問項目

中高年

学生

全体

(1) フォトウォークは楽しかった

4.0

4.3

4.1

(2) 撮影テーマは楽しかった

3.9

2.9

3.4

(3) 写真の公開は楽しかった

4.1

4.1

4.1

(4) 写真の閲覧は楽しかった

4.3

4.7

4.5

3.5

2.6

3.1

を意識できるが，メールの内容が機械的な文章であるため，
具体的な働きかけのある機能としての評価が得られなかっ
たことが考えられる．
学生では 5 段階評価，一対比較ともに表 4 (3) 写真の公
開の評価と重要度が最も高かった．また，表 4 (8) フィー

(5) ウォーキングデータの入力は

ドバックは，5 段階評価では 3 番目に高く，一対比較では

楽しかった

2 番目に高かった．以上のことから，フィードバックの機
能は年齢に関係なく外出のきっかけになること，および，
メールの内容をユーザの興味を引く文章にすることにより
中高年者のきっかけをより強くすることが可能であること
が考えられる．一対比較では整合性が保たれている被験者

(6) コメント・評価は楽しかった

4.1

4.1

4.1

(7) ランキングは楽しかった

3.9

3.4

3.6

(8) フィードバックは楽しかった

3.3

3.7

3.5

・表中の評価値は平均値である．
・評価尺度は「1：強く同意しない，2：同意しない，3：どちら
でもない，4：同意する，5：強く同意する」である．

が 4 人のみであった．これは，写真の公開を主目的とした
場合と，ウォーキングを主目的とした場合で，重要な機能

4.3.3 楽しみに関する考察

が変わることが原因だと考えられる．たとえば，自由記述

仮説 2「提案システムはウォーキングに対する楽しみを

欄に「ふだん目を向けない所に目を向けるようになり楽し

与える」について，アンケートの結果と写真共有サイトの

く撮影できた」と記入していた被験者は写真の公開を強く

使用状況をもとに考察する．表 5 に，実験後に被験者に依

意識している一方「ウロウロすることで意図せず運動につ

頼した 5 段階評価のリッカートスケールによる評価結果を

ながった」と回答した被験者はウォーキングを主目的とし

示す．評価尺度は表 4 と同様である．また，PhotoWalkers

ていたと考えられる．

にアップロードされた写真の枚数を表 6 に示す．

3.3.5 項で述べたとおり，本論文においては，厚生労働省

テーマを特に指定しない「ノンジャンル」を除いた撮影

の情報 [2] を参考に「1 週間で 2 回以上の外出」を満たし

テーマの中で最もアップロード枚数が多かったテーマは

た場合，ウォーキングを実施できたと判定している．この

「自然・景色」であり 21 枚であった．次いで「年始イベン

基準を満たし，さらに表 4 の調査において「外出のきっか

ト」が 13 枚「可愛い動物」は 11 枚「クリスマス」が 10 枚，

けになった」という設問に評価値 4 あるいは 5 をつけた被

そして「年越しに向けて」は 8 枚と，季節に合わせたテー

験者の割合を算出した．その結果，フォトウォークが外出

マに投稿が多く，フォトウォークの実施において季節に関

のきっかけとなり，実際に実施していた被験者は 71.4%で

するテーマの提示が重要であることが分かった．また，自

あった．

由記述では「ふだん目を向けない所に目を向けるようにな

以上の結果から，仮説 1「提案システムは外出のきっか

り楽しく撮影できた」
「ふだん写真は撮らないが，和歌山城

けとなる」に対し，フォトウォーク，写真の公開，フィー

の敷地内を歩きながら写真を撮ってみると想像以上に楽し

ドバックの 3 項目が特に機能して外出のきっかけとなった

かった」という意見が得られ，フォトウォークを取り入れ

と考えられる．

ることにより，ウォーキング自体に楽しさを付加できたこ
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表 6

表 7 継続に関するアンケート結果

写真のアップロード数

Table 6 Number of uploaded photographs.
被験者

1 週目

2 週目

3 週目

合計

A

0

0

5

5

Table 7 Result of questionnaire survey on the continuity to
walk out.
質問項目

(1) フォトウォークにより

B

0

7

0

7

C

5

2

14

21

D

1

4

2

7

E

0

0

0

0

F

8

2

2

12

G

12

11

7

30

H

3

5

0

8

I

0

0

1

1

ウォーキングの継続につながった

ウォーキングの継続につながった

(2) 撮影テーマにより
ウォーキングの継続につながった

(3) 写真の公開により
ウォーキングの継続につながった

(4) 写真の閲覧により

J

1

3

4

8

(5) ウォーキングデータの入力により

K

0

0

1

1

ウォーキングの継続につながった

L

0

0

2

2

M

2

1

0

3

N

1

0

1

2

O

9

4

12

25

合計

42

39

51

132

・単位は（枚）である．

とが確かめられた．

(6) コメント・評価により
ウォーキングの継続につながった

(7) ランキングにより
ウォーキングの継続につながった

(8) フィードバックにより
ウォーキングの継続につながった

中高年

学生

全体

3.9

2.6

3.2

3.3

2.0

2.6

4.1

2.4

3.3

3.3

2.4

2.9

3.9

2.6

3.3

3.4

2.4

2.9

3.4

2.9

3.1

3.1

2.9

3.0

・表中の評価値は平均値である．
・評価尺度は「1：強く同意しない，2：同意しない，3：どちらで
もない，4：同意する，5：強く同意する」である．

既存の写真共有サイトを利用した実施したフォトウォー
クの評価 [21] と楽しさに関する評価を比較すると，Pho-

選択した．また，表 5 (4), (6) の結果や，6 人中 4 人が 2 日

toWalkers を利用した提案システムにおいて，より高い評価

に 1 度は PhotoWalkers にアクセスし，写真，コメント，運

が得られた．この結果から，フォトウォークと PhotoWalk-

動状況の閲覧やコメント付与を行っていたことから，写真

ers との連携が，ウォーキングに対して楽しさを付加する

の公開よりも閲覧に興味を持つユーザに対する支援が必要

効果を持つことが確認された．

と考えられる．

次に，写真のアップロード数が 3 枚以下であった被験者

ランキング機能では，コメントやいいねの数の累計によ

に着目する．学生の被験者からは「スマホで撮ってそのま

る写真のランキングと，月間のウォーキングデータのラン

ま直接アップロードできなくて，アップロードすることを

キングを表示していた．しかし，実験 3 週目では写真のラ

面倒に感じた」という記述回答があった．一方，表 5 (1)

ンキングに変化が見られなくなった．これは，実験開始後

の結果から，外出し，写真を撮影しているものの，アッ

まもなくアップロードされた人気のある写真にコメントや

プロードを行っていない状況が確認された．ふだん写真

閲覧数が集中し，後日アップロードされた写真がその数値

共有サイトを利用しておらず，3 週目に写真を 1 枚アップ

を上回らなかったことによる．このため，競争心が生まれ

ロードしていた被験者 K は「慣れるくらいの期間で終了

にくく，モチベーションにつながらなかった被験者もいた．

した」と回答していた．ふだんとは異なる行動を生活の中

このことから，たとえばランキングを 1 週間という期間で

に取り入れ，その状況に慣れるまでには，さらに長い期間

リセットするなど，競争心が生まれやすくする仕組みを取

がかかる可能性があり，今後，実験期間の設定についての

り入れる必要がある．また，ユーザランキングの機能が，

検討が必要である．中高年の被験者は，実験期間が冬至に

ウォーキングデータと写真の評価を合わせた，総合的なラ

近かったこともあり「通常の勤労者は通常勤務があるた

ンキングを行っていないことも競争心が生まれにくい原因

め，写真を撮る時間帯はすでに真っ暗であり，今回のよう

であると考えられる．そのために，今後，総合ランキング

な実験は不向き」と回答していた．本実験においては，被

を行うためのパラメータ調整について検討することなどが

験者の生活時間や，どのような時間帯にどこでウォーキン

課題としてあげられる．

グを実施したかという点を調査していなかった．フォト

4.3.4 継続に関する考察

ウォークを実施する意思はあっても実行できなかった可能

仮説 3「提案システムはウォーキングの継続を支援する」

性について議論するためには，実験デザインを再考する必

について考察する．表 7 に，5 段階評価のリッカートス

要がある．PhotoWalkers の利用に関する 5 段階評価では，

ケールによる評価結果を示す．評価尺度は表 4 と同様で

「PhotoWalkers を今後も利用したい」という質問項目に対
し，被験者 I を除く 5 人が「同意する」
「強く同意する」を
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開，表 7 (1) フォトウォーク，および表 7 (5) ウォーキン

をもとにしたランキングと，メールによるフィードバック

グデータの入力であった．一方，学生は中高年と比較し，

機能により，ユーザの競争心とフォトウォークの実施を意

数値が低い傾向が見られた．表 4 および表 5 に示すよう

識づけるようにした．

に，学生は撮影テーマに対する楽しさや写真の閲覧が外出

提案システムを実装し，3 週間の使用実験を行った結果，

のきっかけにつながっていなかった．このため，継続でき

以下のことが確認できた．フォトウォークや写真の公開

ると感じられるだけの魅力を中高年者ほど見い出せなかっ

は，主なターゲットとする中高年者には外出のきっかけを

たと考えられる．本論文におけるメインターゲットユーザ

与えることができた．また，ふだん目を向けないところに

は中高年者であるが，写真共有サイトにおける閲覧数やコ

目を向けるようになり楽しく撮影できたという意見が得ら

メント数が継続意欲につながることから，写真共有サイト

れるなど，写真の公開，閲覧やフォトウォークが，ウォー

への多数のユーザの参加は不可欠である．学生の評価が低

キングに楽しさを与えられていることが確認された．さら

かった原因を精査し，改善をはかる必要がある．

に，半数の被験者がウォーキングを継続でき，71.4%の被

表 4 より，学生は写真を公開することが外出のきっかけ

験者が外出に積極的になったという結果が得られた．

の 1 つになっており，実験で被験者が利用した撮影機器は

今後は，学生の年代のユーザが写真共有サイトに魅力を

スマートフォンが最も多かった．PhotoWalkers はスマー

感じるための要因を調べ，PhotoWalkers のインタフェー

トフォンからも操作可能であるが，スマートフォンの写真

スや機能を改善することが課題としてあげられる．インタ

撮影アプリケーションとは連携しておらず，撮影した写真

フェースの改善については，ウォーキングデータの入力を

を直接アップロードすることができなかった．4.3.3 項で

自動化して欲しいという意見が複数から得られたため，ス

述べたように，写真のアップロードの手間を感じる学生が

マートフォンアプリの活用などで SNS と連携し，データ

いたことから，操作をスマートフォンで完結できるような

を自動転送できる仕組みを取り入れる方法があげられる．

機能の実現が求められる．
スマートフォンとの連携については，ウォーキングデー

謝辞 本研究の一部は，科研費基盤研究（C）
（25330320）
の助成を受けたものである．

タの入力を自動化して欲しいという意見が複数人から得ら
れた．一方，完全に自動化するよりも，スマートフォンア
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