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ネットワークを活用した
ウォーキング促進プログラムの開発と課題

 山 口 光 明

Development and Problems of the Walking Promotion Program 
with Network

As part of the “Walking promotion program utilizing networks” initiated as part of ongoing efforts in health 
education, this research was undertaken 1) to examine whether data for program participants can be effectively 
managed and participant motivation maintained using an “automated walking promotion system” and 2) to clarify the 
problems and points for improvement required in the construction of a walking promotion program. 

The main aims of the “walking promotion program utilizing networks” were to publish walking information in an 
easily obtainable manner using a website, to hold events to promote walking and increase awareness of walking, and to 
increase exercise continuity using the “Walking support system: Positive walker.” 

Research into the kind of issues faced in implementing this type of walking promotion program from the aspect 
of health promotion is required because such programs can be implemented by a wide range of organizations such as 
corporations and sports club, etc. 

As a result of this study, simplification of data sharing, maintaining motivation to continue walking, and 
development of a promotion program that supports different motivations have been identified as issues requiring 
further research. 
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　運動を促進させようとするプログラムづくりは、
さまざまな自治体や研究機関、そして民間企業にお
いても講習会やイベントの形としていろいろな試み
がなされてきている。それに対して、ネットワー
クを活用した運動促進のプログラムづくりは、2013
年７月の時点でソフトバンク、ドコモ、auなどの
携帯会社がスマートフォンの機能を活用したプログ
ラムを提供しているが、運動行動理論などに基づい
たアドバイス機能を備えた運動促進のプログラムは、
日本国内ではほとんど見られない。
　本取組では、市民や大学の学生や教職員の運動不
足の改善を目的とする中で、運動の中で「誰でも・
どこでも」取り組むことができるウォーキングに注
目した。

　プログラムを実施する環境づくりとして、サー
バ ー を 大 学 内 に 新 た に 設 置 し 、 サ イ ト 名 が
「positive walker」というWebページを開設すると同
時に、プログラム参加者から送信される歩数や体組
成のデータに対して、身体的自己効力感を増強させ、
ウォーキングのモチベーションを高く維持させるよ
うに、アドバイスを自動的に返信する「ウォーキン
グ支援システム：ポジティブウォーカー」（サイト
名と同名）をオムロンヘルスケア社（京都本社）と
連携しながら開発し、ネットワーク上に構築した。
　このネットワークを活用したウォーキング促進プ
ログラムの内容は、ウォーキングに関する情報を得
やすいようにWebページによる情報発信、ウォーキ
ングの促進とウォーキング意識の向上のためのイベ
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ントの開催、そして、「ウォーキング支援システ
ム：ポジティブウォーカー」による運動の継続性の
向上が主な柱となっている。
　筆者の「ウォーキング支援システム」開発以前の
取り組みとして、オムロンヘルスケア社の健康管理
システム（ネットワーク管理型歩数計と体組成計の
データを一元的に管理できるシステム）を活用した
ウォーキング促進プログラムを広島市役所（広島市
中区区政振興課・健康長寿課、西区健康長寿課）な
どと連携して、2004年から2008年までの５年間行っ
てきた。この経験を通じて、ウォーキングについて
のアドバイスを行う支援者を確保することの困難さ
に直面したことで、ウォーキングする人のデータ管
理とその人へのアドバイスを同時に行うことができ
るウォーキング支援システムの必要性を痛感させら
れたことが、結果的にシステムの開発に結びついた
という経緯がある。
　しかしながら、国内の大学で初のウォーキングを
支援するシステムを大学の授業で運用しながら、ア
ドバイスの充実などの機能をその都度高める工夫を
施したにも関わらず、市民講座などで市民を対象と
した場合、いろいろな課題にあたることになった。
　本研究では、健康教育の一環として取り組んだ
「ネットワークを活用したプログラム」において、
プログラム参加者のデータの管理とモチベーション
の維持を「自動化したウォーキング促進システム」
によって効果的に行うことができたのかについて、
その課題や改善点を明確にし、人々のウォーキング
促進のためのプログラムの手段をどのように工夫す
るべきかについて検討した。

１．ウォーキングのデータ管理
　2004年から2008年まで広島市役所（中区区政振興
課・健康長寿課、西区健康長寿課）と共同で始めた
運動促進プログラムでは、歩数データと体組成デー
タを一元的にパソコン管理できる健康管理システム
（図１）を活用した。

図１　健康管理システムのイメージ図

　この健康管理システムは、個人の歩数と体組成の
データを管理するためのパソコンソフト（オムロン
Bi-LINK STANDARD EDITION 1.0）を使用している。
　この健康管理システムでは、データの取り込み方
法は、図１のように体重、基礎代謝量、筋肉率、体
脂肪率、BMI判定、内臓脂肪レベル、体（からだ）
年齢といった体組成の測定データをネットワーク型
歩数計に近距離無線によって転送、次に、ネット
ワーク型歩数計から体組成データと歩数データ（歩
数や歩行距離，10分以上歩いた歩数としての「しっ
かり歩数」、消費カロリー、脂肪燃焼量）をUSB
ケーブル経由でパソコンに取り込むことができる。

２．コミュニティーにおけるヘルスプロモーション
　筆者が2004年から2008年まで継続して取り組んだ
市民講座は、広島市中区、安佐南区、西区にある公
民館やウォーキングサークルを対象に、「ウォーキ
ング」と「食事の管理」を講義の中心とし、コミュ
ニティーのニーズにも応えた健康教育として実施し
てきた。
　野口（野口,1999）は、健康問題に関して、クリ
ニックや病院だけでなく、コミュニティーのレベル
から介入して行くことが考え出されたことは画期的
なことであり、ヘルスケアがコミュニティーに根ざ
したプログラムで動くことが求められるとしている。
　市民講座において参加者は、歩数と体組成のデー
タ管理のために健康管理システムを用いることで、
歩数計や体組成計で測定したデータを数値の形で確
認することができるだけでなく、歩数と体組成デー
タの変化がグラフやチャートで表示されることで、
過去のデータを振り返り、現在のデータがどのよう
な意味をもっているのか把握することができた。
　参加者にとって、これまで継続してきたウォーキ
ングや食事管理の成果を確認できるという点では効

Ⅱ．ウォーキング支援システムの概要  
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をデータ管理するための基盤の整備（データベース
の構築）とウォーキング等の情報発信を目的とした
Webページ（サイト名：POSITIVE WALKER）の開
設とを行った。
　システム開発に向けての前段階として、広島市立
大学とオムロンヘルスケア社との間でネットワーク
管理型歩数計と体組成計に関する「プロトコル使用
許諾契約書（開発・独自仕様）」を交わすようにし
た。その中には、オムロンヘルスケア社の体組成計
のデータを近距離無線で歩数計に転送する技術や体
組成データと歩数データをまとめたデータをネット
ワーク上で送信できる技術を含んでおり、体組成
データと歩数データを基にアドバイスを行うシステ
ムの開発のためには不可欠な技術の提供がなされる
ことについても盛り込まれた。
　文言の訂正を繰り返しながら、３ヶ月の時間をか
け正式に調印した後、ネットワーク管理型歩数計に
よって測定された歩数としっかり歩数（10分以上継
続して歩行した状態の歩数）のデータをもとに「ほ
める・はげます」といった参加者をポジティブにさ
せるメッセージを返信する機能を持ったウォーキン
グ支援システム（POSITIVE WALKER:Webページと
同名）の独自開発を行った。
　2008年から2012年にかけて、日常生活の中での運
動の継続性を高めてもらうために、広島市立大学の
学生120名と教職員55名にネットワーク管理型歩数
計をつけてもらい、気軽に保健室や体育館のトレー
ニングルームで、筋肉率や体脂肪率などの体組成が
測定できるように体組成計を設置し、各自が持ち歩
いているネットワーク型歩数計に自分の体組成の
データを取り込めるインフラの整備を段階的に進展
させた。（図２）。

図２　ウォーキング支援システム（positive walker）のイメージ

果的であった。しかし、体組成の測定、体組成計か
ら歩数計へのデータの転送、歩数計からパソコンへ
のデータの取り込みを講習会の最中にしなければな
らず、参加者へのフィードバック用のデータ（歩数，
体組成，歩数と体組成の組み合わせ）を講習時間内
にプリントアウトすることが講習会スタッフには大
きな負荷となっていた。
　また、参加者全員のデータ管理を１台のノートパ
ソコンで行うために、参加者自身が自分のデータを
詳しく把握できていなかった点と参加者へのアドバ
イスも限られた講座の時間の中では個別に行うこと
ができない点が課題としてあげられた。
　2008年にはこれまでの市民講座を発展させる形で、
大学の専門科目として開講されている健康心理学と
いう授業においても、この健康管理システムを活用
した。市民講座と違い、大学の講義では、学生一人
一人へネットワーク型歩数計とデータ管理ソフトを
配布することができたこと、体組成の測定も授業時
に行うことができたことによって受講生にとっては、
ウォーキングによる自分の体組成の変化についてグ
ラフやチャート図によってわかりやすくなっていた。
　しかし、講義の受講者数が増えた場合、データの
管理を本人はできるものの、授業担当者からしてみ
るとそのデータにアクセスできる機会が限られてお
り、個人にあったアドバイスが行いにくいというこ
と、そして、歩数や体組成データを授業担当者が一
括して管理することがむずかしいことが授業での課
題としてあげられた。
　このように、一人が１台のパソコンが使えるとい
う環境においても個別のアドバイスを個人単位で行
うことは物理的に困難となっていた。
　そのため、2009年には受講生の個別指導を指導者
一人が効率よく行うために、時間的にも物理的にも
制約をうけない仕組みとしてネットワークを活用し
たウォーキングを支援するシステムの開発と導入に
ついて検討を行った。

３．ウォーキング支援システム開発への経緯
　2009年には、このウォーキング促進プログラム
の一環として、通常のPCをネットワーク対応の
リナックスサーバー（DELL社製 OPTIPLEX755：
OSをWindowsからLinuxに再構築）へ仕様の変更
を行った上で、大学内のネットワークに接続し、
ウォーキングによる歩数のデータと体組成のデータ
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　このウォーキング支援システムは、オムロンヘル
スケア社の健康管理システムをインターネットに接
続しただけでなく、送信させた歩数のレベルに応じ
てバーチャルなインストラクター（４名）が相手の
やる気を起こさせるメッセージを返信するシステム
として開発した。
　2010年度には、参加者の環境に対する意識を
ウォーキングの継続性を高めるために活用できれば
と考え、参加者から送信された歩数のデータをもと
にして、ウォーキングに関するアドバイスだけでな
く、自動車に乗らずに歩いたと仮定した場合、どれ
くらいの二酸化炭素排出を削減しているかをグラフ
のデータとして返信できる機能をウォーキング支援
システムに付け加えた。その際、個人だけでなく全
登録者の二酸化炭素削減量をグラフ表示できる機能
も付け加え、参加者同士の一体感を持たせるように
工夫した（図３）。

図３　ウォーキング支援システムのメッセージ例

４．ウォーキング支援システムのシステム構成
　歩数レベルによってアドバイスを行うウォーキン
グ支援システム（positive walker）は、http://walker.
intl.hiroshima-cu.ac.jp/walker/ からアクセスするか、
Webページの左側にある「ウォーキング支援システ
ム（positive walker）」のアイコンをクリックするこ
とでファイル送信ページにアクセスできる（図４）。

図４「ファイル送信」ページ
http://walker.intl.hiroshima-cu.ac.jp/walker/

図５「新規登録」ページによる自動登録

図６　ファイル送信によるデータベース化

　初めてのアクセスの場合、ファイル送信ページに
ある新規登録のスイッチをクリックし、開いた「新
規登録」ページから自分のニックネーム、パスワー
ド、メールアドレスを書き込み、登録のスイッチ
を押すことで登録が完了する。この登録によって、
サーバーにおいて自動的に新規登録者として追加さ
れる（図５）。
　新規登録が完了した後は、図４の「ファイル送
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信」ページに自動的に戻るので、このページにある
ニックネーム欄、パスワード欄を書き込む。 CSV
ファイルの欄は「参照」のスイッチを押した後で、
数個のファイルの中から歩数や体組成を記録してい
るエクセルのファイル（CSVファイル）を選び、ク
リックすることで枠の中に貼付けることができる
（CSVファイルは、データ管理ソフト（BI-LINK 
STANDARD）の画面の右上スイッチから作成）。
　そして、「ファイル送信」ページのファイル送信
のスイッチを押すことでサーバーへ送信されたCSV
ファイルは個人用のフォルダに新規に追加される
（図６）。
　送信されたデータ（CSVファイル）に対してのア
ドバイス画面が２秒以内に自動返信されるよう設計
し（図３）、データを送信した個人と全登録者の
ウォーキング量について把握しやすいように、「ラ
ンキング」と「平均値」によって知らせる機能を付
け加えた。
　その際、ウォーキングのモチベーションを高める
こととデータによるウォーキングのサポートを実感
しやすいよう、「モリヤマ」「ケンタロウ」「サオ
リ」「サキ」という名前の４人のバーチャルなイン
ストラクターが褒めたり、励ましたりしてくれる表
示画面とした。

１．分析の視点
　ヘルスプロモーションを強力に展開していきたい
人たち（ターゲット）を特定し、その人達の考えや
ニーズを把握した上で介入していくプログラムは、
企業の市場活動の手法に似ていることから“Targeted 
program”（ターゲットプログラム）と言われる。
　本取組のターゲットとしている参加者に絞って、
プログラムの効果と課題について分析した。
　ネットワークを活用したウォーキング促進プログ
ラムでの介入の効果が現れにくい原因として、ネッ
トワークを活用したプログラムでは、①参加者のア
ドヒアランス（継続性）が低い、②非対面式のため
参加者同士の交流の機会が少ない、③参加者の特性
に応じた効果的なメッセージが発信されていないこ
とが考えられる。
　以下、ネットワークを活用したプログラムの効果
にマイナスの影響を与えていると思われる３つの課

題と解決方法について論じる。
　当初、歩数データと体組成データをもとにしたア
ドバイスシステムを検討したが、システムのアル
ゴリズムの検討段階で何と何の指数の変化を持っ
て、ダイエットがうまく行っているかを数式で表す
ことが困難であったために、まずは、受講者の歩数
データ（レベル）によって褒めたり・励ましたりす
るアドバイスを送信できるようにアルゴリズムの検
討を行い、運動量に応じたアドバイスが行えるよう
ウォーキング支援システムの開発と導入を行うこと
とした経緯がある。
　ウォーキング支援システムは、ネットに繋がった
パソコンからのアクセスを想定して開発しているた
め、パソコンを利用する場合、歩数計からパソコン
へのデータの取り込みから、データをサーバーへ送
信し、ネットワーク経由でアドバイス的なメッセー
ジを受け取るまでの時間が１分近くかかってしまう
こと、自宅や大学でないとシステムにアクセスでき
ないとった場所に一定の制約がかかるため、システ
ムへのアクセス回数が少しずつ低くなる傾向にあっ
た。具体的には、２週間に一度程度、歩数計を自宅
のパソコンに接続し、データをパソコンに転送した
上で、歩数と体組成のデータをエクセルのファイル
として大学内のサーバーに送信しなければならず、
授業の一環として取り組んでいるプログラムであっ
ても受講生の定期的なシステムへのアクセスは、時
間の経過とともに減少の傾向にあった。
　今後は、歩き終わった後すぐにアドバイスをもら
えるシステムに仕上げいくことがシステム開発の目
標として考えられるようになった。
　この点を改善するために、パソコンを必要とする
ウォーキング支援システム以外に、加速度センサー
を搭載しているスマートフォンのアプリケーション
として使えるシステムの開発が利便性とプライスの
両面において魅力的であると考えられる。このよう
な参加者の金銭的負担や指導者の時間的な負担が軽
減されたシステムによって、歩数や体組成のデータ
管理が気軽にでき、いつでもどこでもやる気を引き
起こさせるアドバイスをもらえる、より使いやすい
システムの開発を進めることが求められる。
　また、本研究で取り組んだプログラムでは、プロ
ダクト（成果）として、「ウォーキングによるダイ
エット」を一番に期待していたが、体重、基礎代謝
量、BMI、ならびに歩数の変化の各変量に対して対

Ⅲ．ウォーキング促進プログラムの効果と課題
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応のあるt検定を行った。その結果、７割の参加者
に一定の成果が見られたものの、講義終了後は、目
標の達成による満足感もあって、参加者の８割が本
格的にウォーキングに取り組もうとする行動の変容
が見られなかった。

２．ウォーキングサイトの（POSITIVE WALKER）
の効果と課題
　2009年にウォーキングに関する情報がすぐに手に
入る環境を整備するために、ウォーキングに特化
したWebページ（POSITIVE WALKER:図７）をサー
バー設置にあわせて開設した。このサーバーには、
情報発信機能だけでなくプログラム参加者から送ら
れてくるデータの保管とデータに対するアドバイス
の自動送信機能を持たせた。
　このWebページを運用することによって、ウォー
キングやウォーキングイベントの情報発信や大学内
における情報の共有が効率的に行うことができる
ようになった。これからの展開として、ソーシャ
ルネットワークとしての機能を持たせるために
FacebookをWebページに組み込むようなシステムの
更新やメールによる学生や教職員からの健康相談に
も対応できる体制づくりも検討している。
　今後、ソーシャル・ネットワーク・サービス
（SNS）を活用したダイエット支援サービスとして、
ダイエット経験者と仲間がお互いに支え合う仕組み
が出現してくることが予想させる。SNSには、2003
年のGoogle社が開設した「Orkut」、その後、日本
で会員数1000万人を超えた「mixi」などが有名で
あるが、会員数10億人（2010年10月時点）を持つ
Facebookの活用度はますます高まってくると考えら
れる（熊坂, 2010）。

図７ウォーキングに特化したWebページ
（POSITIVE WALKER）

http://walker.intl.hiroshima-cu.ac.jp/

　Webデザイン構成として、ネットワーク管理型歩
数計を携帯してウォーキングが気軽にできるように
と、Webページ上に手書きの大学周辺のウォーキン
グマップやウォーキングマップをGoogleマップの機
能を活用し、気軽に作成することができるスタスタ
マップ（ワコール社）というアプリケーションを貼
付けた。他にも、「News & Topics」や「Event」の
項目を貼付け、ウォーキングイベント情報について
も掲載して広報に役立てた。
　合わせて、ウォーキング支援システムのシステム
構成についての説明やウォーキング支援システムの
入口もWebページにアイコンとして盛り込むことで、
Webページからウォーキング支援システムに入れる
ようにデザインを施した。
　Webページの下部分には、「歩いてなんぼ　
ウォークラリーで校内活性化」、「メタボ無縁への
道」、「エレベーターは上り専用　下りは歩こう」
といった授業を通して学生達の考えたウォーキング
プランをパワーポイントの資料として見ることが
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できるようにすることで、プログラム参加者には
ウォーキングのきっかけにしてもらおうと考えた。

３．個人にあったメッセージの送信
　４人のバーチャルなインストラクターが歩数レ
ベルに応じてアドバイスを行い、メッセージ内容
も40通り（歩数レベルが４段階×アドバイスの種類
が10タイプ）あるが、参加者が自分の健康のために
ウォーキングをしようと考えているのか、美しくな
るためにウォーキングしようと考えているのか、体
重はそのままで現状を維持したいと考えているのか
といった細かい特性に応じたメッセージになり得て
いないと思われる。
　今後の改良すべき点として、参加者が何を目的に
しているのか、体組成の何の変化についてアドバイ
スを求めているのかなど、より具体的な変数を盛り
込んだシステムの構築によって、テイラーメイドな
参加者によりマッチしたメッセージを送ることは可
能であろう。
　また、本明（本明ら, 1999）は、アドバイスとし
てのメッセージが行動療法的アプローチなどの理論
に基づいて行わなければならないとしている。
　アドバイスとしてのメッセージでポイントとなる
のは、「どんなアドバイスを」「どの程度カスタマ
イズして」行うかである。
　個人のランキング表示や登録者全員の平均値表示
によって競争意識を持てるようになることと、「褒
められたり，励まされたり」されることでウォーキ
ング支援システムの登録者は、ウォーキングを継続
しやすくなるものの、講習会や授業の期間が終了す
るとサーバーへアクセスする機会が減少する傾向に
あった。
　そのため，ウォーキングに対するモチベーション
を維持する工夫として、2010年には「車を使わずに
歩いたとしたらどれ位のCO2を削減できているか」
を「あなたのCO2削減量」と「みんなのCO2削減
量」としてグラフ表示をする機能を新しく機能とし
て付け加え、ウォーキングは健康だけでなく環境に
もいいというメッセージを伝えられるようにした。
　この機能に関しては、大学が行政や企業向けに
行っている研究公開イベント（リエゾンフェスタ）
において、システム開発を行っている企業や病院な
どから関心を示してもらっており、最近のエコロ
ジーに対する関心の高さをウォーキングに向かわせ

る力に変えられないかと考えている。
　本プログラムでは、Webページによるウォーキン
グ情報の発信や大学でのウォーキングイベント（い
ちだいふれあいウォーキング、 いちだいキャンパ
スウォーキング）を通して、ウォーキングを積極的
に行っていく動機づけがなされる環境づくりに継続
的に努めてきた。
　しかしながら、参加者が自分のウォーキング量や
体の変化をセルフモニタリングし、ウォーキング支
援システムからウォーキング量に応じたアドバイス
的なメッセージを受け取るシステムであるため、参
加者同士のつながりという面では、より細かい配慮
がもう少し必要であると思われる。
　今後は、イベントだけでなく日常からプログラム
参加者同志の交流が多く持てるプログラムに改善す
ることが求められる。
　2011年には、ウォーキング支援システムを広島市
中区にある梶山内科に通院されている血糖値の高い
人の健康指導に活用してもらうことと、広島市西区
にあるデータホライゾン社の社員のウォーキングと
ダイエットを目標とした健康づくりに活用してもら
うなど、社会貢献という形をとりながらウォーキン
グ支援システムの実用化を進めている。

　著者は長年、生活習慣病の予防と運動行動の促進
を目的として開催した市民講座や健康教室を通して、
インターベンショニスト（介入の専門家）の負担が
過重にならず、プログラム参加者のデータの管理と
モチベーションの維持を両立できる介入方法の必要
性を痛感してきた。
　新しく大学独自に開発したウォーキング支援シ
ステム（positive walker）の開発と活用を柱とした
ウォーキング促進プログラムが、学生や市民を対象
とした講習会の実施段階において、どのような効果
と課題があるのか分析を行った所、その結果は次の
ようにまとめることができた。
１．データ共有の簡便化：ネットワークを活用した
プログラムは、パソコンからのアクセスを想定して
開発しており、歩数計からパソコンへのデータの取
り込みからデータをサーバーへ送信し、ネットワー
ク経由でアドバイス的なメッセージを受け取るまで
の時間が長くかかること、ウォーキングが終わった

Ⅳ．おわりに
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その場でデータを送信し、アドバイスを受け取るこ
とができないという場所の制約があること。そして、
講習会終了後には自分の目標を達成した参加者が多
くいたこともあって、ウォーキング行動のアドヒア
ランスが低くなった。
２．ウォーキング継続のモチベーション確保：参加
者が自分のウォーキング量や体の変化をセルフモニ
タリングし、ウォーキング支援システムからウォー
キング量に応じたアドバイス的なメッセージを受け
取るシステムであることから、参加者同士が講習会
やウォーキングイベント以外では親しく交流する機
会が乏しくなる傾向にあった。今後の課題として、
プログラム参加者同志の交流が多く持てるプログラ
ムに改善することが求められる。
３．異なる動機に対応できる促進プログラムの開
発：参加者が自分の健康のためにウォーキングをし
ようと考えているのか、美しくなるためにウォーキ
ングしようと考えているのか、体重はそのままで現
状を維持したいと考えているのかといった細かい特
性に応じたメッセージが発信されていない。４人の
バーチャルなインストラクターが４つの歩数レベル
に応じて褒めたり・励ましたりするメッセージを送
信する機能を持ち、内容も40通りあるが、参加者の
特性に応じたメッセージになり得ていない。
　参加者が何を目的にしているのか、体組成の何の
変化についてメッセージを求めているのかなど、よ
り具体的な変数を盛り込んだシステムの構築によっ
て参加者にマッチしたテイラーメイド的なメッセー
ジを送ることが求められる。
　これらの課題を克服し、ウォーキングによる運
動の促進を推し進めようと考えている自治体、病
院、企業、大学やスポーツクラブにおいて、ウォー
キングを楽しむために活用してもらえるよう新たな
ウォーキング促進プログラムの開発を進めることを
今後も取り組んでいきたい。
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