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街歩きによる高齢者の社会的孤立の防止
〜ソーシャルマッチングとゲーミフィケーションを用いた
アプローチの検証〜
高橋 公海1,a)
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概要：高齢者の社会的孤立を防止するためには，外出の促進と社会的ネットワーク形成支援が重要である．
本研究では，スタンプラリーにランキング・バッジ・ポイントといったゲーム要素を取り入れた街歩きア
プリケーションを開発し，外出行動誘発を図った．また，高齢者の退職後の社会的ネットワーク形成に関
する事前調査をもとに，アプリケーションを利用しながらグループで街を歩くイベントをデザインした．
ソーシャルマッチングでグルーピングを行い，街歩きの前後で親密度が変化したか，変化した場合はどう
いった要因によるものか，アンケートと半構造化インタビューを実施し内容を分析した．
実験では東京都三鷹市近郊に在住の高齢者男女 30 名を対象として，1 ヶ月間街歩きアプリケーションを利
用してもらい，期間中に 1 人 3 回グループでの街歩きに参加してもらった．結果から，アプリケーション
の利用により半数超の参加者が外出機会や歩数が増加したと回答しており，ゲーム要素も半数超の動機付
けに寄与していることが分かった．街歩きの前後で親密度が増した要因としては，同じグループになった
回数（偶然性）
・趣味が同じ・性格が合う・共通点があった・価値観が似ている・何かを教えてあげた，とい
う項目のいずれかが強く作用する，もしくは複数該当することが重要であることが分かった．街歩きを題
材としたことで地理や地域の歴史に詳しい人が教えながら歩くことで親密度が向上したケースも見られた．
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を背景とした高齢者の社会的孤立は，閉じこもりや孤立死
等の様々な問題を生み出すと指摘されている．

内閣府の調査によると，2013 年時点で 65 歳以上の高齢

地域における高齢者の孤立化を防止するために，社会と

者のいる世帯は 2,242 万世帯であり，全世帯 (5,011 万) の

の繋がりを保ち，互いに助け合い生活出来るような社会作

44.7%を占めている [1]．世帯構造別の構成割合でみると高

りが重要となる．そこで注目されているのが社会的ネット

齢者単身世帯・高齢夫婦世帯は合わせて半数を超える状況

ワークである．近所付き合いや友人との交流といった社会

であり，今後も増加すると見込まれる．こういった世帯構

的ネットワークを保つことは，寿命の延長や心身の健康に

造の変化や，地域社会におけるネットワークの希薄化など

も寄与することが先行研究から明らかになっている [2][3]．
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そのため本研究では，社会的孤立予防の第一歩として地域
における繋がり作りに着目し，外出を促進し，地域におけ
る社会的ネットワーク形成を支援することを目的とした．
外出促進は閉じこもりの一次予防としても有効な施策だ
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が，社会や地域における役割が無くては継続的な外出につ
ながらない．外出の促進と社会的ネットワーク形成という
両面から取り組むことで初めて生活全般が活性化し，孤立
化予防に有効となる．
誰もが比較的手軽に，特別な道具や費用もかけずに取り
組むことが出来る運動としてウォーキングが挙げられる．
高齢者の余暇活動としての関心が高く，健康面だけでなく
街を歩くことで地域を再発見し，興味や愛着が深まると
いった効果もみられるため，我々は今回街歩きを通じて外
出促進と社会ネットワーク形成を試みた．スタンプラリー
にランキング・バッジ・ポイントといったゲーミフィケー
ション要素を取り入れた街歩きアプリケーションを開発
し，内発的動機付けと外出促進を図った．また，高齢者の
退職後の社会的ネットワーク形成に関する事前調査をもと
に，アプリケーションを利用しながらグループで街を歩く
イベントをデザインした．ソーシャルマッチングでグルー
ピングを行い，街歩きの前後で親密度が変化したか，変化
した場合はどういった要因によるものか，アンケートと半
構造化インタビューを実施し内容を分析した．
実験では東京都三鷹市近郊に在住の高齢者男女 30 名を
対象として，1 ヶ月間街歩きアプリケーションを利用して
もらい，期間中に 1 人 3 回グループでの街歩きに参加し
てもらった．結果から，アプリケーションの利用により半
数程度の参加者が外出機会や歩数が増加したと回答してお
り，ゲーミフィケーションの要素も半数程度の動機付けに
寄与していることが分かった．街歩きの前後で特に親しみ
が増した人がいるか尋ねたところ，6 割は特定の名前を挙
げて「いる」と回答した．親密度が増した要因としては，
趣味の一致，街歩きで同じグループとなった回数以外に，
今回街歩きを題材としたため地理や地域の歴史に詳しい参
加者が教えながら歩いたことで親密度が向上したケースも
見られた．
本研究の貢献は次の通りである．まず第 1 に，高齢者の
外出促進・社会的ネットワーク形成支援を目的とした研究
の多くは観察型で行われており，実際に介入した研究は
我々の知る限り非常に少ない．そのため，街歩きを通じた
高齢者の外出促進・社会的ネットワーク形成支援方法をデ
ザインし，実際に実験を通じてその効果を確認した．第 2
に，アンケートやヒアリングから，外出の動機に影響する
ゲーミフィケーションの要素を分析し明らかにした．第 3
に，街歩きの前後で親密度が変化したか，変化した場合は
どういった要因によるものか，アンケートと半構造化イン
タビュー結果を分析し明らかにした．本稿の構成は次の通
りである．2 章では関連研究を紹介し，3 章で今回の実験
概要とアプローチ，4 章で結果を示す．5 章は考察と今後
の課題である．

2. 関連研究
2.1 高齢者の社会的ネットワーク形成に関する介入研究
地域における高齢者の社会的ネットワーク形成・促進を
目的とした介入研究は多くないが，高齢者の家庭外での役
割の見直しと発掘に基づく役割実践プログラムを開発し，
地域への応用が社会的ネットワークの形成・促進にどの程
度影響するのかを明らかにすることを目指した先行研究
がある [4]．佐藤ら [5] は住民参加型によるプログラム開発
の展開を具体的に示した．住民らが参加したワークショッ
プなどを通じてウォーク・サロン・塾・広報といったプロ
グラムを選定し，プログラムの一部は徐々に住民が主体的
に活動を行うようになり，地域に定着した活動となった．
プロジェクト参加者は地域活動への参加・地域の人との交
流・顔見知りの数が有意に増加しており，身体的健康に関
する指標も向上がみられた．
それに対して本研究では，街歩きという題材は共通して
いるが，参加者がただ定期的に集まって歩くのではなく，
親しくなる可能性が高い人同士をソーシャルマッチングで
グルーピングし，一緒に散策してもらうことでより交流を
深めることを重視したデザインを行っている．しかしなが
ら今回の活動を住民による自主運営化を促進するところま
で至っておらず，その点については今後の課題としたい．

2.2 外出促進を目的とした街歩きアプリケーション
我々はこれまで，シニア世代の外出促進を目的とし，外
出先の候補を提示することで外出の動機を与える街歩きシ
リアスゲームの開発などを行ってきた [6]．ゲームの利用は
おおよそ半数超の参加者の外出機会増加に寄与しており，
外出の動機につながるゲーミフィケーション要素として
は，バッジが一定の効果があることを確認している．しか
しながら社会的ネットワーク形成に繋がる仕掛けは無く，
特に男性は 1 人で黙々と散策し，淡々とゲームを進めてい
く傾向が見られた．高齢者の孤立予防という観点において
は，外部とのコミュニケーションを伴わない外出は生活機
能の低下に繋がる可能性が指摘されている [7]．そこで本
研究では動機付けに寄与するゲーミフィケーションの要素
を残し，加えて他者とコミュニケーションをとる機会が増
えるようグループでの街歩きイベントをデザインし，期間
中に数回参加してもらうことで社会的ネットワーク形成・
活性化を狙った．

3. 街歩きによる外出促進と社会的ネットワー
ク形成支援
我々の取り組みの経過を表 1 に示す．年度はいずれも

2015 年である．本章では，実験のフィールドとなった地
域の特性や参加者，退職後の社会ネットワーク形成に関す
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る事前アンケート調査，グループでの街歩きイベントとグ

表 2 新しくできた友人と親しくなったきっかけ（複数回答）
内容
回答数

ルーピング方法，今回開発した街歩きアプリケーションに
ついて説明する．

表 1

日程

7〜8 月

実験スケジュール概要
内容
退職後の社会ネットワーク形成
に関する Web アンケート調査

9 月上旬
9 月 18，24 日

83

会話を通じて

50

価値観・考え方が同じ・近い

29

趣味が同じ・近い

27

属性が同じ・近い

27

偶然性

24

食事を通じて

11

何かをしてあげた・教えてあげた

6

参加者事前アンケート調査
アプリケーション操作や
実験に関する事前説明会

9 月 26 日

一緒に活動をして

実験開始，アプリケーション
一般公開開始

次に，友人を作りたいとは思うが，最近新たな友人は出

10 月 6，9，14，17，

グループでの街歩き

来ていない高齢者の結果を表 3 に示す．新しい友人がなか

19，22，25 日

(10 月 17 日は天候不良のため中止)

なか出来ない理由について，きっかけがないという回答が

10 月 25 日

実験終了

他の回答の倍以上を占め，主要な要因であると感じている

10 月 26 日〜

アンケート調査，ヒアリング

ことが分かった．これらの結果から社会的ネットワーク形

11 月 30 日

追跡アンケート調査

成を支援するにあたり，一緒に活動を行ったり会話をする
ようなイベントをきっかけとして提供し，3 回程度会うこ

3.1 対象地域

とで親しみを感じるようになるのではないかと考えられる．

今回実験のフィールドとした東京都三鷹市は東京都の多

イベントの種類としては，今回の調査対象者の趣味の具体

摩地域東部に位置し，東京周辺のベッドタウンとして発展

例として多く挙げられた，ゴルフやウォーキングに関連す

してきた．人口 182,897 人（平成 28 年 1 月 1 日現在）
，高

るものは受け入れられやすいだろう．今回我々が行った調

齢化率 21.4%，自治会加入率は 39.6%（平成 23 年 8 月末

査に関するより詳細な内容と結果については，川崎ら [8]

現在）である．昭和 30 年代には大規模な公団住宅が建設

を参照されたい．

され，都営住宅や民間アパートなどが急増したこともあり
人口は 10 年で倍増，その時期に転入した者たちは現在高

表 3

新しい友人がなかなか出来ない理由（複数回答）
内容
回答数

齢期を迎えている．駅周辺には商業施設やオフィスビルが

きっかけがない

164

立ち並ぶが，市内には豊かな自然も存在し，武蔵野市にま

人見知りである

63

たがる場所には井の頭恩賜公園，小金井市・調布市にまた

近所に人がいない

33

健康上の理由

23

時間がない

15

プライドが邪魔をする

11

がる地域には野川公園があり，都市の便利さと自然とが調
和する都市である．

3.2 退職後の社会ネットワーク形成に関する事前調査
高齢者の退職後の社会的ネットワーク形成をどのように
して支援するか検討するため，全国 65 歳以上の高齢者を
対象に，友人作りに関する Web アンケート調査を行った．
調査では，最近（ここ 1 年で）新たに友人が出来た高齢者

206 人に対して，友人と親しくなったきっかけや親しくな
るまでに会った回数などを質問し，友人を作りたいが最近
新たな友人は出来ていない高齢者 206 人に対しては，その
理由などを尋ねた．
まず，最近新たに友人が出来た高齢者の結果を示す．友
人と親しくなったきっかけについて自由記述で質問したと
ころ，表 2 にあるように「一緒に活動をして」
「会話を通じ
て」が特に多く回答された．親しくなるまでに会った回数
については，中央値：3，平均値：4.6，標準偏差：4.5，最
小値：1，最大値：30 という結果となった．3 回という回答
が最も多く，全体の 32%を占めた．新たに出来た友人とど
こで知り合ったかについて自由記述で質問したところ，趣
味に関連するものが多く回答された．
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3.3 街歩きイベントデザイン
誰もが比較的手軽に，特別な道具や費用もかけずに取り
組むことが出来る運動としてウォーキングが挙げられる．
健康増進や転倒予防を目的とした運動としても適切な運
動種目と言われ，余暇活動としての関心が高く，実際に取
り組む高齢者も多い [9]．健康面だけでなく，街を歩くこ
とで地域を再発見し，興味や愛着が深まるといった効果も
みられる．我々が以前に行った 2.2 の街歩きゲームを利用
した実験によると，街歩きを楽しいと感じた高齢者は約 8
割，地域のことをもっと知りたいと感じた高齢者は約 6 割
であった．孤立防止という観点では，外出先の大半を買い
物・通院が占め，毎日の生活が固定化されることは望まし
い状態ではなく，外出したい場所や外出する目的が少ない
人は外出頻度が低くなる傾向がある [10]．そのため，街を
歩くこと自体を楽しいと感じ，地域に関心を持ち，身近な
地域で外出先候補となるような場所を増やしていくことは
重要である．こういった理由から，我々は今回街歩きとい
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う題材を選択した．

共起に着目し，検索エンジンを用いて共起情報を取得する

今回我々はアプリケーション公開期間中に，三鷹市内 7
つのコースをグループで歩くイベントを行った．コースは
みたか都市観光協会のみたか散策マップ

*1

方法がよく知られており，共起の強さを示す指標としては

Jaccard 係数などが使われる．例えば，
「趣味」と「ゴルフ」

を参考にアレ

の共起の強さは，
「趣味」を検索クエリとした時の検索ヒッ

ンジし，事前に下見を行って 1〜2 時間程度で散策出来る

ト数を |A|，
「ゴルフ」を検索クエリとした時のヒット数を

よう設定した．参加者は期間中 3 回のグループ散策に参加

|B|，「趣味 AND ゴルフ」を検索クエリとした時のヒット

してもらうことを条件とし，他の日にアプリケーションを

数を |A ∩ B| とすると，Jaccard 係数 J(A, B) は以下のよ

使用するかどうかは任意とした．グループ散策に参加する

うに表される．

回数は参加者への負担と 3.2 で述べた事前調査結果を参考

J(A, B) = |A ∩ B|/(|A| + |B| − |A ∩ B|)

に，1 人 3 回と定めた．参加日程と参加希望コースについ

(1)

ては事前にアンケートを実施し，出来るだけ参加者の希望

これは，
「趣味」を含む Web ページ集合と「ゴルフ」を含

に合うよう調整を行った．

む Web ページ集合の重なり度合いを示しており，Jaccard
係数の値が大きいほど関連性が強い．逆に，Jaccard 係数

3.4 参加者
三鷹市近郊在住で歩行に支障が無い 50 歳以上の男女各

15 名，合計 30 名を対象とした．参加者は三鷹市の NPO

の値が小さいものは，趣味としては珍しいものと判断した．
今回の参加者のうち 2 人以上に共通する趣味で Jaccard 係
数の値が大きいものとしては「旅行」「ゴルフ」「テニス」

法人を通じて募集したため，NPO 法人に属しているメン

「水泳」
「パソコン」
「囲碁」
「手芸」
，Jaccard 係数の値が小

バーが中心となって集まったが，昔からよく知る間柄の参

さいものとしては「コーラス」
「竹とんぼ」
「美術鑑賞」と

加者と，顔も名前も知らない全くの初対面という参加者と

いったものが挙げられる．この結果をもとに，最終的に 30

が混在している状態だった．年齢構成は男性が 50 代：1

名中 29 名は 1 回以上趣味が類似する参加者と同じグルー

名，60 代：9 名，70 代以上：5 名．女性は 50 代：3 名，60

プになるようグルーピングを行った．

代：8 名，70 代：4 名となっている．65 歳以下の参加者も
含まれているが，これは定年退職後によりスムーズに社会

3.6 街歩きアプリケーション

参加活動を行っている人は退職前から社会参加を始めてい

三鷹市では毎年，太陽系ウォーク *2 と呼ばれる市内全

るもしくは準備していたことが分かっており [11]，退職前

域を対象としたスタンプラリーが行われている．市内 230

から地域との繋がりを作ることが退職後の孤立を予防する

カ所以上の店舗や公共施設等にスタンプ台が設置され，市

上で重要であると考えたためである．

民や近隣住民を中心に数千人規模で 1 ヶ月間行われるイベ
ントである．我々の実験で使用した街歩きアプリケーショ

3.5 ソーシャルマッチング

ンは，太陽系ウォークと並行して参加可能な電子版スタン

参加者には事前にアンケートで年代・性別・参加可能な

プラリーとしての機能をもつ，地域情報共有のための写真

日程・希望するコース・趣味などを回答してもらい，それ

SNS アプリ「さんポキ」である．スマートフォン上で動作

らの結果をもとに街歩きを行うグループを作成した．1 つ

するネイティブアプリとして設計・開発し，太陽系ウォー

のグループの人数は一緒にまとまって歩くことが出来る

クの期間に合わせて一般公開し，高齢者だけでなく誰でも

3〜6 人とし，3.2 で述べた事前調査から，趣味が共通する

利用可能である．アプリは図 1 に示す通り主に 2 つの機能

参加者同士が出来るだけ同じグループとなるようグルーピ

があり，電子版スタンプラリーとしての機能と，写真投稿

ングを行った．グルーピングの際に，複数の趣味を回答し

を通じて地域の情報を発信・共有し合う SNS としての機

た参加者は多数のグループの候補の中から，どういった基

能をもつ．アプリを利用して投稿された写真は，三鷹市の

準で最終的に配置するグループを決定するかという課題が

まちづくりに活用される．

生じた．そのため，比較的珍しい趣味をもつ参加者同士の

アプリのホーム画面（図 2(1)）には，現在地周辺にあるス

方が互いに親しみを感じやすいのではないか，という仮定

ポットが一覧で表示されている．スポットは太陽系ウォー

のもと，アンケートで回答された趣味の珍しさを語の共起

クのスタンプ台が設置されている箇所のうち，許諾を得た

性を利用して算出し，出来るだけ珍しい趣味をもつ参加者

177 カ所が対象となっており，BLE ビーコンを設置した．

同士を優先して同じグループに割り当てる方針とした．

ユーザの近接を検知すると図 2(2) の通知が画面に表示さ

語の共起性とは任意の 2 つの語が同時に出現する割合の

れ，Open をタップすると図 2(3) の写真投稿画面に遷移し，

ことであり，語の関連性の強さを示すものである．共起の

周辺の写真を撮影し，
「みたか自慢」
「風景」
「にぎわい」
「発

強さを算出する手法としては，Web ページにおける語の

見」のタグから 1 つ選択して投稿することで，そのスポッ

*1

*2

トのスタンプを獲得することが出来る．本アプリは各自が
http://kanko.mitaka.ne.jp/kanko-map/
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日常的に使用している端末にインストールして利用するこ
とが出来るが，今回の参加者の中にはスマホやタブレット
でアプリケーションを利用することに慣れていない参加者
も居たため，事前に説明会を実施しフォローを行った．

(1) ポイント
図 3

(2) バッジ

(3) ランキング

ゲーミフィケーションの要素

るため，当日まで明かさなかった．街歩き当日は集合時間

15 分ほど前から受付を行い，グループのメンバー全員が
そろったところで注意事項などを伝え，順次散策を開始し
図 1 アプリケーションの概要

た．散策中の様子を図 4 に示す．

図 4

グループでの街歩きや写真撮影を行う様子

街歩きのコースに関しては地図を受付時に配布したが，
(1) ホーム画面

(2) 近接を検知

(3) 写真投稿画面

図 2 地域情報共有のための写真 SNS アプリ「さんポキ」

参加者の声を反映して期間中に適宜修正を行った．具体的
には，駅前を歩くコースは BLE ビーコンが設置されている
スポットが集中しているため街歩きや会話を楽しむよりス

本アプリを継続的に利用してもらい，外出を促すという
目的で，ポイント・バッジ・ランキングというゲーミフィ
ケーションの要素を取り入れた（図 3）
．ポイントは，写真
を投稿する，ビーコンが近接を検知する，他ユーザから写
真にいいね！が付く，アプリを毎日起動するといった行動
に対して加算され，ポイントを基準にランキングが更新さ
れる．バッジとは何かを達成したことを視覚的に示すもの
である．今回は最初のスタンプ獲得時に取得できる「初ス
タンプ」，下連雀エリアのスタンプを全て獲得した時に取
得出来る「下連雀マスター」
（市内全エリアに同様のバッジ

タンプ獲得に忙しく，公園を歩くコースは逆にスポットが
ほとんど無いため，アプリケーションを利用しながら歩く
には少しつまらないという声があった．そこでスポットが
多すぎるコースの場合はスポットが少ない別の道を通るよ
う変更し，スポットが少ないコースの場合はスタンプが獲
得出来るよう少し遠回りするよう変更した．また，期間が

3 分の 2 ほど経過しアプリの操作やグループでの散策にも
慣れてきたところで，歩きたい場所がある場合は話し合っ
てコースを変更しても構わないと伝え，グループでどのよ
うなルートを歩くか検討してもらった．

あり）
，全てのスタンプを獲得した時に取得できる「さんポ
キコンプリート」など全 28 種類のバッジを用意した．

4. 街歩き実験とその結果

4.2 アンケート・インタビュー方法
今回の参加者 30 名を対象として，アンケートとインタ
ビューを行った．アンケートは実験中・実験終了時・実験

4.1 実験の経過
今回実験を実施するにあたり，三鷹市の NPO 法人に協
力を依頼し，参加者の募集やグループでの街歩き当日の受
付など事務局として活動してもらった．参加者には事前に
グループでの街歩きを行う日時とコースを連絡したが，同
じグループになるメンバーについては，伝えることによっ

終了から 1 ヶ月後のタイミングで実施しており，実験中の
アンケートはグループで街歩きを行った日のみ依頼した．
インタビューは 3 回のグループでの街歩き終了後，1 対 1
で 30 分程度，半構造化インタビューを行った．一部の参加
者はスケジュールの調整がつかなかったため，2 回目の街
歩き終了後に行った．実験中のアンケートの質問項目とし

て事前に食事会等を催して交流するといったことを避け
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ては，グループでの散策以外の日にさんポキアプリを利用
したかどうか，街歩きのコースの中で良かった点や悪かっ

表 4

社会的ネットワーク形成に関連する効果
代表的な意見の要約

質問項目

グループの適切な人数

た点，グループの中で既に知り合いだった人数やグループ
での街歩きを通じて親しみが増した人数を尋ねた．実験中

・5 人以上は多くてまとまらない
・2〜3 人では少し気まずい

グループで歩く利点

・楽しい，発見が増える

のアンケートでは知り合いや親しみが増した人数のみを回

・その場所や店について情報交換できる

答してもらったが，きっかけなどの詳細はインタビューの

・同じ目的で歩くことが凄く良かった

際に尋ねることとした．実験終了時のアンケートは，さん

グループで歩く欠点

・1 人の方が好きに行けるので楽
・歩くペースが合わないと気を使う

ポキの利用やモチベーション関する項目，実験から 1 ヶ月

・市街は集団で歩くには危ない

後のアンケートでは，さんポキ期間中と終了後とで外出回

街歩きで親しみが

・共通点があり，性格が合いそう

数や歩数がどう変化したかなどを尋ねた．インタビューは

増したきっかけ

・お互い趣味が一緒だった

グループでの街歩きの良かった点・悪かった点，グループ

・歩きながら三鷹を色々教えてあげた

の適切な人数，3 回の街歩きについて親しみが増した方や

・よく知る間柄でも新たな発見があった

きっかけを尋ねた．

・帰りの方向が一緒で色々話をした
・グループが複数回同じになった
・ランキングが近いと分かりメール

4.3 社会的ネットワーク形成に関連する結果

・アプリや地域について教えてもらった

グループでの街歩きを通じて社会的ネットワーク形成に

・終わってから一緒に食事をした

どういった効果があったか，また今後同様の取り組みを行
う場合改善すべき点など，インタビュー結果から関連する

然知らないと言っていたので色々教えながら歩いた．関心

箇所をまとめたものを表 4 に示す．今回三鷹市内 7 つの

していたし，発見が多かったはず．facebook のメッセージ

コースを 3〜6 人のグループで歩いてもらったが，グルー

もよく来ていたから印象に残っている」「外の散策で開放

プで歩く時に適した人数の平均値は 4.06 人であった．「4

的になって深い話も色々話せたことと，気が合うと分かっ

人くらいが丁度良い．5 人だとまとまるのが難しく，2 人

たこと．実は話しやすい方だった」といった声があった．

と 3 人に分かれて回る場面がよくあった」「多すぎると歩

事前調査においても，友人と親しくなったきっかけとして

きながら皆で話題を共有しにくい時がある」といった意見

「何かをしてあげた・教えてあげた」という回答があり，地

があった．グループで街歩きを行う良さについては，初対

理や歴史に詳しい参加者が教えながら歩くことで相手に親

面であっても歩きながら地域や商店・今回利用したアプリ

しみを感じたものと考えられる．趣味以外の共通点として

ケーションなどの話をきっかけに様々な話をしながら歩

は，
「ランキングが近くてメールをした」
「昔近くに住んで

くことで，地域や一緒に歩いた人について発見があり楽し

いたことが分かった」といった回答があった．

かったという声が多く，好意的に受け止められていること
が分かった．「おしゃべりができたり，その場所について教
えてもらったりできた」「皆でわいわいやった方が楽しい
ので良いし，歩数も増える．1 人で行くと目的地やその周

表 5

親しみが増したきっかけ（複数回答）
内容
回答数

同じグループになった回数（偶然性）

9

趣味が同じ

8

性格が合う

7

（趣味以外の）共通点があった

4

人でもアプリを利用して街歩きをしている人からは「1 人

一緒に活動をして

2

なら自分が思った所に行けるのが良い．他の人が居ると相

価値観・考え方が似ている

1

談しなければいけないので」「他の人にペースをあわせる

教えてあげた

1

辺くらいしか行かない」といった意見があった．一方で，1

のは苦手．散策自体は楽しいが，1 人で好きな所に立ち止
まってやれる方が良い」といったように，グループで歩く
よりも 1 人で気楽に歩くことを好む参加者も 2 名いた．

3 回のグループでの街歩きを終えて，「散策前と散策後
の今とを比べると特に親しみがわいた人はいるか」と尋ね
たところ，特定の名前を挙げて「いる」と回答したのは 30
人中 18 名（60%, 男性は 15 人中 10 人，女性は 15 人中 8
人）であった．「いる」と回答した 18 名に対し，親しみが
増したきっかけを尋ね，分類したところ表 5 の結果となっ
た．概ね 3.2 の表 2 と同じような項目が挙げられている．
趣味の一致や散策の回数以外の要因で親しみが増した例と
しては街歩きを題材としたことにより，「三鷹のことを全
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者が歩数や歩く距離が増えたと感じていたが，終了後は 2

に，親密度向上に効果があることを参加者自身が実感して

割超に留まった．

おり，社会的ネットワーク形成に有効な取り組みであると

今回三鷹市 177 カ所を対象として BLE ビーコンを設置

考えられる．街歩きアプリケーションを利用せずとも，グ

したが，参加者 30 名の平均スタンプ獲得数は 74.5 個，全

ループでの街歩き自体に一定の効果があったと考えている

体の 100 個以上のスタンプを獲得した参加者も 10 名いた．

が，初対面同士であってもアプリが共通の話題となり，操

さんポキアプリケーション自体は期間中 535 名のユーザに

作の教え合いなどをきっかけに親しみを感じたケースは

利用されたが，実験参加者が上位にもランクインしている

あった．グループ散策日以外でもランキングや他の参加者

状況であった．街を歩きスタンプを獲得するモチベーショ

の投稿写真を見たり，いいね！やコメントをやり取りする

ンについて，実験終了後にアンケートで尋ねたところ，表

コミュニケーションツールとしても使われていたため，ア

6 の結果となった．ポイント・メダル・ランキングという

プリを利用することで社会的ネットワーク形成により良い

ゲーミフィケーションの要素は半数前後の参加者に効果が

影響を与えていたものと思われる．

あったことが分かった．最も多い回答はスタンプを集める

グルーピングについては今回参加者の趣味をベースに

のが楽しくなったという回答だったが，自由記述欄に「知ら

行ったが，今回のように短期間の実験であっても親しみが

ない場所を体験できることが楽しかった」といったコメン

増したと参加者が実感するには，表 5 に挙げられる親しみ

トもあった．今回の実験では参加賞としてスタンプ 3 個で

が増したきっかけのいずれかが強く作用する，もしくは複

ステッカー，スタンプ 100 個でトートバッグという景品と

数該当することが重要であると考えられる．きっかけのい

交換することが出来たが，景品という外発的な動機よりも，

ずれかが強く作用した例としては，3 回中 3 回とも同じグ

スタンプを集めるのが楽しいという内発的な動機や，投稿

ループだったという偶然性が挙げられる．参加者のうち 3

した写真が三鷹市のまちづくりに役立つという社会貢献の

回とも同じグループになる人が居たのは 3 組であり，その

意識がモチベーションにつながっていることが分かった．

うち 1 組は元々親しい知り合い同士，残り 2 組は知り合い

参加者の中でランキング上位者にそのモチベーションを

ではなかった．知り合い同士ではない 2 組は「散策前と散

インタビューで詳しく尋ねたところ，「医者から歩くこと

策後の今とを比べると特に親しみがわいた人はいるか」と

を勧められて」「知っている人がランキングで少し上にい

いう質問に対し，3 回とも同じグループになった相手の名

たので，抜かそうと思ってやっていたらハマった」
「最初は

前を挙げ，
「3 回とも一緒だったので」と回答している．複

100 個もスタンプをとるのは大変だと思ったが，1 日歩い

数のきっかけに該当する例としては，今回の参加者数では

てみると駅周辺にスタンプが多く，ランキングも上がって

どの組合せが多いという傾向は見えなかったが，「性格も

楽しくなった」「ポイント数とランキングが日々変わって

合いそうだし趣味が同じだった」
「2 回同じグループになっ

いくので面白い．朝起きて見たら抜かされていた」といっ

た上，趣味も一緒だったので」「同じ趣味があり，感性が

た声があった．

似ている」
「2 回一緒のグループになり，アプリのランキン

表 6 スタンプ獲得の動機（複数回答）
内容
回答数

グが近く，昔近い場所に住んだことがあった」という声が
あった．同じグループになった回数については，少なくと

スタンプを集めるのが楽しくなった

27

も 2 回以上一緒に街歩きをすることが親しみを感じるきっ

投稿写真がまちづくりに役立つから

19

かけになると思われる．

ポイントやメダルをもらうため

16

3.5 で述べたように，我々は参加者の希望日程・コース以

順位が上がるから

14

外に趣味の珍しさを利用してグルーピングを行った．確か

いいね！やコメントをもらうため

11

景品をもらうため

8

他の参加者より上を目指して

3

なんとなく

3

に美術鑑賞やコーラスの趣味が共通で親しみを感じたケー
スはあったが，テニス・旅行など比較的多くの人が趣味と
しているものをきっかけとして親しみを感じた参加者もお
り，珍しさは必ずしも有効であるかどうか分からない結果

5. 考察
5.1 社会的ネットワーク形成に関する効果と課題

であった．今回の街歩きにおいては趣味を積極的に開示す
ることを明確に指示しておらず，自然な会話の流れに任せ
ていたが，集合時に自己紹介で趣味を話してもらう等指示

グループで街歩きを行うことは，「引退して時間が経つ

を行っていれば，異なる結果になっただろう．今後同様の

と何するにも億劫に感じるようになるが，知らない人と話

実験を行う場合には，もし計算可能であれば性格や考え方

をするのも良かった」「複数人で回ること自体は何人の場

の相性，趣味以外の共通点を考慮し，親しみを感じやすい

合でも交友が深められてとても良かった」「いろんな知ら

と考えられる参加者同士が少なくとも 2 回以上会うようグ

ない人と知り合いになれた」「今まで知らなかった方とお

ルーピングを行うことが有効であると考えられる．

話出来たり，親しくなれた」といった声からも分かるよう
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5.2 外出促進に関する効果と課題

トは行政や参加者から好意的に受け止められており，定期

今回の実験では，参加者には 3 回のグループでの散策に

的に行ってほしいといった声も上がっているため，継続的・

参加してもらうことを条件としており，それ以外の日にア

定期的に同様の取り組みを行うことが継続的な外出にも繋

プリケーションを利用するかどうかは任意としていた．し

がるものと考えられる．更に，研究者が企画した活動を実

かし実際には 3 回のグループ散策の日以外にもアプリケー

施するのみでは，活動がなかなか地域に根付かず実験終了

ションを利用していた参加者がほとんどだった．「散歩が

と同時に活動も終了することとなる．今後は活動実施のた

てら 1 人で回ったこともあった」「色んな美味しいお店や

めのノウハウなどを共有し，徐々に住民や行政などが主体

場所を聞いていても，行ったことが無いところがいっぱい

となって活動を行うよう移行していくことも重要である．

あって，この機会に行ってみようかと思って回った」とい
う参加者もいた．グループでの街歩きは 1 日天候不良で中

5.3 本研究の限界と課題

止となったが，それ以外の日は比較的天候に恵まれ，散策

本研究は首都圏に位置する東京都三鷹市のアクティブシ

に適した気候であったことも外出につながったと思われ

ニア層を対象とした取り組みであり，期間も比較的短期で

る．アンケートでは半数程度の参加者の外出機会増大に寄

行った実験である．これほどの規模の地域ではなくとも同

与しており，今回の街歩きアプリケーションは一定の効果

じような実験・効果は見込めると考えているが，今後特性

があったと考えられる．

の異なる地域において，期間もより長期間に渡って実践を

実験期間中に普段より歩数や歩く距離が増えたと回答し

積み重ねることによって，知見転用性が高まるものと考え

た参加者は，
「そう思う」
「ややそう思う」を合わせて 7 割

ている．

にのぼったが，これはビーコンが設置されている箇所が三
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