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健康無関心層が「ハマる」身体活動促進手法とは？
―ファン心理を活用したアプローチの大規模社会実証研究―
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HOW TO “HOOK” PEOPLE IN THE PRECONTEMPLATION STAGE?
A LARGE-SCALE, FANDOM-BASED APPROACH
FOR PROMOTING PHYSICAL ACTIVITY
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緒

り入れた介入が過体重および肥満状態にある成人

言

の身体活動量を増加させたことが示されている9）。

身体活動が健康を維持増進するうえで重要であ

しかし、これら新しい理論を大規模に実社会で実

ることはよく知られているが、非活動的な生活習

装した際の介入の有効性については、十分に明ら

慣は世界的に蔓延しており、身体活動を促進する

かになっていない。スマートフォンを用いたイン

効果的なポピュレーション戦略が必要とされてい

セ ン テ ィ ブ・ プ ロ グ ラ ム で あ る Vitality Active

る。しかし、これまでの研究では、身体活動を大

Rewards は保険会社によって広く実施されており、

規模に集団・地域レベルで促進することは非常に

その会員の身体活動促進に有効であったと報告さ

難しいことが示されており、コミュニティ・ワイ

れているが（南アフリカ：n > 415000，イギリス：

ド・キャンペーンと呼ばれる多面的な介入戦略に

n = 11881）、これらの検証は対照群なしの事前事

ついても、地域レベルで身体活動を促進すること

後デザインに基づいていた3,8）。実社会で実装され

に成功した質の高い研究知見は限られている6）。

た大規模なアプローチの有効性を確認するために

近年、種々の健康行動について無関心期にある
人々の行動変容を促す手段として、ゲーミフィ

は、適切に因果推論が行えるデザインに基づいた
より質の高いエビデンスが必要である。

ケーションや行動経済学の理論など、新たな手

また、こうしたゲーミフィケーションに基づく

法・観点への期待が高まっている 。ゲーミフィ

行動変容介入をより効果的に設計するための要素

ケーションは、ポイント、レベル、競争などのゲー

として、ファン心理やスポーツチームとのつなが

ムデザイン要素をゲーム以外の場面で用いて、

り 10） が、習慣形成の強力な誘因として利用でき

人々を動機づけ、行動変容に導くものと定義でき

る可能性がある。例えば、スコットランド・プレ

る 。先行研究では、ゲーミフィケーションを取

ミアリーグのサッカークラブによる Football Fans
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in Training（FFIT）プログラムでは、男性サッカー
ファンを減量プログラムに参加させ、臨床的に重
要な減量を3.5年間持続させることに成功してい
る2,5）。更に、日本のプロ野球パシフィック・リー
グ（パ・リーグ）では、「パ・リーグウォーク」
というアプリを開発し、ファン心理（チーム・プ
ライドや選手への愛着など）を重要な要素として
取り入れたゲーミフィケーションをスマートフォ
ン上で実装し、野球ファンの身体活動促進を目的
とした大規模なプロジェクトを進めている。 世
界におけるスポーツの人気やスマートフォン所有

図 1 ．パ・リーグウォークのアプリ画面例
Fig.1．Screen-shots of the Pa-League Walk app.

者の増加を考慮すると、このモデルは大規模な行

くレベル（MVP， 1 軍，ファーム（ 2 軍），草野

動変容アプローチとして発展が期待できる。

球のバッジ）、Facebook・Twitter 上の友だち間お

そこで本研究では、準実験デザインを用いて、

よび応援球団のファン間の歩数ランキングといっ

大 規 模 に 社 会 実 装 さ れ た ア プ リ「パ・ リ ー グ

た機能がある。また、2016年10月には、 1 日 1 万

ウォーク」がユーザーの身体活動量増加につなが

歩達成のインセンティブとして「選手図鑑」機能

るか明らかにすることを目的とした。また、自治

が導入され、 1 日 1 万歩を達成した日には、応援

体等が行う従来の健康づくり事業では十分にアプ

球団からランダムに選ばれた選手 1 名のプロ

ローチできていなかった無関心層を巻き込めてい

フィール画像が与えられるようになった。アプリ

るか、20代・30代など働き盛り世代の身体活動量

は、オフシーズン（10月から 3 月）を含め、いつ

を増加できているかについても検証するとともに、

でもどこでも使用できるため、ターゲットは球場

行動変容の長期的な持続効果についても検証を

来場者だけでなく、主に自宅でテレビ観戦してい

行った。

るようなファンも含めている。健康づくりとして

方

の運動に無関心な層への訴求を狙いとしているた

法

め、アプリでは、身体活動と健康の関係に関する

Ａ．アプリ概要（パ・リーグウォーク）

情報や「健康のため運動しましょう」といったメッ

パ・リーグウォークは、パシフィックリーグ

セージは意図的に言及されておらず、ファンを結

マーケティング株式会社が2016年 3 月に無料配信

び付け、連帯感を高めつつ野球を楽しむツールと

を開始したアプリであり、iPhone および Android

して位置づけられることに主眼がおかれている。

上で利用できる（2019年12月時点でダウンロード

Ｂ．研究デザインと測定項目

数60000超，図 1 ）。ファン心理を核として、行動

研究デザインは準実験デザインであり、図 2 は

科学理論とゲーミフィケーション に基づき、プ

参加者のフローチャートを示している。主要評価

ロ野球ファンの身体活動を促進するよう設計され

項目は 1 日当たり歩数の変化である。歩数は循環

ている（fandom-based gamiﬁcation）。アプリの特

器疾患等の慢性疾患発症および死亡リスクとの関

徴的な仕組みの 1 つに歩数応援合戦がある。これ

連が知られている。パ・リーグウォークのアプリ

は、実際のプロ野球の試合開催日に行われる、対

上では、スマートフォン内蔵の加速度計を用いて、

戦球団のファン同士による 1 日合計歩数の対戦機

毎日の歩数が自動的に記録されており、本研究で

能である。例えば、東北楽天ゴールデンイーグル

はこの歩数情報を解析した。iPhone（ 5 s 以上の

スと福岡ソフトバンクホークスの試合がある日に

モデル）の場合、この歩数は「ヘルスケア」アプ

は、両球団のファン同士もその日 1 日の歩数合算

リにデフォルトで記録された歩数と同値である。

値を競う。その他、歩数対戦に基づくチームの順

iPhone で測定された歩数の妥当性は実験室および

位表や、各個人の歩数記録表示、生涯歩数に基づ

自由生活下で検証されており、研究用歩数計と
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図 2 ．フローチャート
（A）
と研究対象者のマッチング
（B）
Fig.2．Flowchart（A）
and matching scheme
（B）of the participants.
DID; diﬀerence-in-diﬀerences analysis.
*Invalid Apple devices include iPad and old iPhone models without motion coprocessor. **< 500 steps/day.
***< 500 steps/day, < 4 valid days each before and after the installation date.

中・高程度の相関1）などが示されている。一方、

重、応援球団を登録した。また、位置情報送信に

Android スマートフォンはさまざまなメーカーが

同意したユーザーについては、iPhone の平均的な

製造しており、スペック（アルゴリズム等）のば

位置情報から居住地（都道府県レベル）も推定・

らつきが非常に大きく、歩数測定の正確性は十分

記録された。その後、追加情報取得のために、

明らかでない。したがって、本研究では iPhone

2017年12月29日から2018年 1 月11日の間にアプリ

ユーザーのデータのみを分析した（全ユーザーの

のプッシュ通知を通して、オンライン調査の協力

61％）
。歩数データはインターネット経由で自動

依頼が各ユーザーに対して送信された。調査回答

的にアップロードされ、クラウドサーバーに保存

に同意したユーザーは、世帯年収、世帯人数、最

された。本研究では2016年および2017年のアプリ

終学歴（中学校・高校，専門学校・短大・高専，

利用者を対象として、パシフィックリーグマーケ

4 年制大学以上）、居住地（都道府県）、アプリの

ティング株式会社によって匿名化したうえで提供

起動頻度、球場来場頻度を回答した。また、同様

された歩数データを使用した。現行バージョンの

に同意した対象者については、アプリのインス

パ・リーグウォークと iPhone「ヘルスケア」アプ

トール前 1 か月間の歩数データ（ベースライン＝

リのユーザビリティ・不具合有無の確認と歩数

事前データ）も、iPhone のデフォルト設定として

データの一致については研究者側での検証も行っ

各端末に保存されているデータをアプリのクラウ

た。なお、18歳未満のユーザーのデータは除外し

ドサーバーにアップロードする形で取得した。調

た。因果関係を明らかにし、アプリ介入が日常歩

査時点で20歳未満の参加者は分析から除外した

数に与える影響を調べるために、 1）アプリをイ

（アプリのインストール時点では20歳未満であっ

ンストールする前のユーザーの歩数（ベースライ

たが，調査時点で20歳以上であった者は分析に含

ン＝事前データ）と 2）各ユーザーと同期間にお

む）。

ける対照群の歩数データ（事前事後対照データ）
を追加で収集した（詳細後述）。

次に、マッチングした対照群のデータを取得す
るために、2018年 2 月から 3 月にオンライン調査

アプリのデフォルト設定として、各ユーザーは

を実施した。オンライン調査プラットフォーム（楽

アプリを最初に起動した際に性、年齢、身長、体

天リサーチ株式会社）の登録者230万人以上のな

（4）
か か ら、iPhone を 所 有 し て い る が パ・ リ ー グ

定期的に運動をしていた。しかし、始めてから 6

ウォークをインストールしていないパ・リーグ

か月以内であった（実行期）」「最近、定期的に運

ファンを抽出し、調査を実施した。次に、各調査

動をしていた。また、6 か月以上継続していた（維

対象者（対照群）を性・年齢層ごとに各ユーザー

持期）」のいずれかを選択する形で調査された。

とマッチングしたうえで、iPhone「ヘルスケア」

本研究では匿名化されたデータのみを使用して

アプリ上の歩数情報のスクリーンショット（写真）

おり、Harvard T.H. Chan School of Public Health 倫

をアップロードするよう依頼した。歩数情報の期

理審査委員会（承認番号：IRB16-0754）および東

間 は マ ッ チ ン グ し た 各 ユ ー ザ ー の パ・ リ ー グ

京大学大学院医学系研究科・医学部倫理委員会

ウォークのインストール日に基づき、インストー

（承認番号：2019188NI）から承認を得て実施した。

ル日の 3 週間前からインストール後13週間とした

Ｃ．統計解析

（図 2 B）
。また、ユーザーと同様の質問項目（世

アプリのユーザーと対照群のベースライン特性

帯年収等）をオンライン調査で尋ねた。これらの

を比較し、t 検定とカイ 2 乗検定を行った。介入

調査により、性・年齢層・日付でマッチングされ

効果の推定として、回帰モデルを用いた差の差

た、ユーザーおよび対照群のアプリインストール

（diﬀerence-in-diﬀerences; DID）分析により、アプ

前後の歩数データが収集された。本研究ではイン

リのインストール前後の歩数の変化を対照群と比

ストール日前後それぞれにおいて、500歩以上の

較した。DID 分析は因果効果を推定する準実験デ

日が 4 日以上ある者のみを分析対象とした。その

ザインの分析手法として経済学・医学領域で近年

結果、最終的に274名のユーザーと613名のマッチ

広く利用されてきており、介入とアウトカムの関

ングした対照群の情報が得られた（ 1 ユーザー当

連は、時間変数（介入前・後）と群変数（介入群・

たり平均2.2人［範囲： 1 〜 4 ］の対照群）。

対照群）の交互作用によって推定される。本研究

ユーザーの行動変容ステージに関する情報は、

では、一般化線形混合モデルを用いて、性、アプ

これら全体ユーザーおよびオンライン調査の対象

リのインストール日（対照群における参照日）時

者については取得できていないが、2019年 9 月に

点の年齢、body mass index（BMI: < 25 kg/m2, 25+

パシフィックリーグマーケティング株式会社と福

kg/m2）、最終学歴、等価世帯年収（世帯年収を

岡市との共同事業として、福岡ソフトバンクホー

世 帯 人 数 の 平 方 根 で 除 し た 値： ≤ 3000000 円，

クスを応援球団として新規にインストール・登録

3000001〜4999999円，≥ 5000000円）、居住都道府

した者を対象に調査が実施されている。本研究で

県人口密度（< 1000人 ／ km2，1000＋人 ／ km2）、ア

は、その回答者591人のインストール時点の運動

プリのインストール年（2016，2017）、群効果（ユー

に関する行動変容ステージの分布情報を取得した。

ザー，対照）、時間効果としての月（インストー

行動変容ステージに関する設問は、アプリの初回

ル前，インストール後 1 か月， 2 か月， 3 か月）、

起動時に送信され、「このアプリをダウンロード

そして群と時間（月）の交互作用を固定効果とし

する前のことについて伺います。あなたの過去 6

て、個人（分析対象者）をランダム効果として投

か月の運動の実施状況や考え方について、最も当

入した。

てはまるものを 1 つ選んで下さい。なお、ここで

DID 分析の平行トレンドの仮定、すなわち、介

いう『定期的な運動』とは、 1 回当たり30分以上

入群と対照群のアウトカムのトレンドは、介入が

の運動を週 2 回以上行うことを意味します」とい

ない状況では同じ（平行）であるという前提条件

う設問に対して、「運動をしていなかった。また、

については、介入前（インストール前）の期間に

近い将来（ 6 か月以内）に運動を始めるつもりも

おける群・時間の交互作用を評価するとともに、

なかった（無関心期）」「運動をしていなかった。

ユーザーと対照群におけるインストール前後の平

しかし、近い将来（ 6 か月以内）に始めようとは

均歩数の変化（軌跡）を図示し、目視による確認

思っていた（関心期）」「最近、運動をしていた。

を行った。また、インストール日は 1 年を通して

しかし、定期的ではなかった（準備期）
」
、
「最近、

分布しており、居住地域は日本のすべての地域に

（5）
広がっていたため、アプリのインストール以外で

両側 5 ％の有意水準、80％の検出力で t 検定を用

ユーザーや対照群に影響を与えた外生的なショッ

いると、1000歩／日の差を検出するには各群277人

クはないと考えられる。分析の妥当性を更に検証

のサンプル数が必要であった。分析には SAS 9.4

するために、対照群のデータを用いて、介入前の

（SAS Institute Inc., Cary, NC）を用いた。

アウトカムの水準が介入前後のアウトカムの変化

結

量と相関するかどうかについても確認した。
DID 分析の結果がアプリの全ユーザー（母集団）

果

解析可能な全ユーザーを含むデータセットには、

にどれほど当てはまるのか、一般化可能性を検討

20052人から計1715468日分の歩数データが含まれ

する一助として、介入前の歩数でマッチングした

ていた。ユーザーのうち42％が女性で、平均年齢

DID 分析を追加で実施した（介入前の歩数の差が

（標準偏差：SD）は33.6（11.6）歳、平均 BMI（SD）

1000歩／日以内の組み合わせに限定）。ただし、ベー

は23.0（3.9）kg/m2、24％が過体重（BMI ≥ 25）

スライン時点における介入群と対照群との間のア

であった。ユーザーの居住地は47都道府県すべて

ウトカム水準の違いは、それ自体が DID 分析の

に分布していた。

妥当性を損なうわけではなく、介入前のアウトカ

表 1 は DID 分析サンプル（ユーザー274人 vs

ム水準でマッチングを行うと平均への回帰バイア

対照群613人）のベースライン特性である。DID

スが生じる可能性がある。したがって、この追加

分析サンプルは18〜68歳（アプリのインストール

のマッチングはあくまで参考情報を得るためのも

日時点）で、39％は女性であった。ユーザーは対

のであり、本研究の主要分析ではない。

照群と比較して、BMI と収入が高く、人口密度

本研究では、更に、性別、年齢層（18〜39歳お

の高い都道府県に居住している傾向があり、球場

よび40〜68歳）
、BMI、学歴、等価世帯収入、人

来場頻度が高い集団であった（P < 0.05）（表 1 ）。

口密度、アプリ起動頻度による介入効果の修飾の

アプリをインストールした時点（利用開始前）

有無を、これらの変数と群・時間（月）の交互作

での運動に関する行動変容ステージについて、情

用を用いて調べた。

報が得られた591人のサブ集団でみてみると、維

また、因果推論の参考として、2016年のデータ

持期が28.4％（168人）と最も多かったが、次い

を使用して、アプリの主要な機能追加に対する

で24.5％（145人）と約 4 分の 1 のユーザーが無

ユーザーの特定の応答が観察されるか確認した。

関心期に分類された。ほか関心期23.0％（136人）、

すなわち、 1 日 1 万歩達成への報酬システム（選

準備期19.0％（112人）、実行期5.1％（30人）であっ

手図鑑機能，2016年10月開始）の導入前後で歩数

た。

の分布に変化があるか調べた。最後に、行動変容

Ａ．アプリ利用と歩数の変化

の長期的な持続効果を検証するために、DID 分析

図 3 は、 1 年目（2016年）に有効データのある

の対象者（n = 274）について、アプリをインストー

14673人のユーザーと370人の対照群の 1 日当たり

ルしてから最長22か月（2016年 3 月から2018年 1

歩数のヒストグラムである。 1 日 1 万歩達成イン

月）までの歩数の長期トレンドを調べた。この長

センティブの導入後の分布には、 1 万歩付近に明

期評価の期間は、各ユーザーのインストール日に

らかな追加的ピーク（集積）がユーザーのみに見

よって異なり、インストールが早ければ早いほど、

られ（図 3 B）、ユーザーの一部がこの新しい報

評価期間が長い。上述したメインの分析モデルと

酬システムに反応し、 1 万歩を目標として設定し

同様の共変量に加えて暦月（季節性を考慮）で調

始めたことを示唆している。 1 万歩を達成した日

整した一般化線形混合モデルによって、ベースラ

の割合は、冬のオフシーズンに入ったにもかかわ

イン（インストール前）とインストール後の歩数

らず、この報酬システム導入前後で24.4％から

を比較した。

27.5％に増加した（P < 0.001）。

国民健康・栄養調査の歩数情報（平成25年全国
平均［標準偏差］：6642［4191］歩／日）に基づき、

図 4 は DID 分析の結果である。274人のユー
ザーと613人の対照群を対象とした DID 分析によ

（6）
表 1 ．差の差分析対象者の基本属性
Table 1．Baseline characteristics of participants for diﬀerence-in-diﬀerences analysis.
（n = 887）
User（n = 274）
Age, mean
（SD）, years

42.3（10.7）

Control
（n = 613）
41.4（10.8）

18–29

40（14.6）

112（18.3）

30–39

63（23.0）

151（24.6）

40–49

93（33.9）

190（31.0）

50–59

68（24.8）

139（22.7）

P value
0.27

60–68

10（ 3.6）

21（ 3.4）

Sex, female

108（39.4）

239（39.0）

0.96

23.7（ 4.0）

22.6（ 3.7）

< 0.001

93（33.9）

140（22.8）

0.001

60（21.9）

142（23.2）

BMI, mean（SD）, kg/m

2

≥ 25
Education

0.92

High school or less
Vocational/technical school or junior college
4-year college or higher

55（20.1）

122（19.9）

159（58.0）

349（56.9）

Equivalized income,a Japanese Yen

0.003

≤ 3000000

81（29.6）

235（38.3）

3000001–4999999

91（33.2）

215（35.1）

102（37.2）

163（26.6）

181（66.1）

294（48.0）

14（ 5.1）

356（58.1）

≥ 5000000
Population density, ≥ 1000 person/km2
Frequency of stadium visits, times per year
0

< 0.001

1–5

92（33.6）

233（38.0）

6–10

55（20.1）

14（ 2.3）

≥ 11

113（41.2）

10（ 1.6）

113（41.2）

243（39.6）

Year of the app installation,b 2017
Frequency of the app usage

b

Less than once a day

83（30.3）

197（32.1）

78（28.5）

173（28.2）

113（41.2）

243（39.6）

374（229-543）

105（95-109）

More than once a day

NA
NA

Once a day
（IQR）
Valid days of step measurement,c median

< 0.001

NA

SD=standard deviation, NA=not applicable, BMI=body mass index, IQR=interquartile range. Figures are （
n %）
unless stated otherwise.
a
Calculated by dividing household annual income by the square root of the number of household members.
b
Control participants are categorized based on the responses of the corresponding matched users.
c
Days with at least 500 steps. Maximum recorded days are limited to 680 days for users and 110 days for controls per study design. The
diﬀerence-in-diﬀerences analysis used the data 3 weeks before installation date through 13 weeks after installation both in user and
control（max 112 days）.

り、アプリのインストール後、ユーザーの 1 日当

プル（ユーザー89人 vs 対照群104人）で同様の

たり歩数が対照群に比べて506歩（ 2 か月目，

DID 分析を行ったところ、アプリのインストール

95％信頼区間＝25 to 986）から574歩（ 3 か月目，

後、ユーザーの 1 日当たり歩数が1195歩（ 3 か月

83 to 1064）増加したことが示された（図 4 A）
。ベ

目，95％信頼区間＝592 to 1798）増加したことが

ースライン（インストール前）では、対照群と比

確認された（図 4 B）。この解析サンプルのユー

較してユーザーの歩数が2147歩（1583 to 2710）

ザーにおけるインストール前歩数は平均6410歩／

多かった。ただし、それ自体はこの DID 分析が

日（95％信頼区間＝5868 to 6953）であり、これ

妥当でないことを示唆するものではない。追加の

は全国平均の6642歩／ 日（平成25年国民健康・栄

分析として、インストール前の歩数の差が1000歩

養調査）と同水準であった。また、インストール

／日以下である組み合わせに限定した193人のサン

後の平均歩数（7290〜7384歩 ／ 日）は、ユーザー

（7）
全体の水準（7164〜7464歩 ／ 日，n = 20052）と同

の歩数の変化量」との相関は弱・中程度（Pearson’s

様であった。

r = ‑0.43, Spearman’s r = ‑0.29，ともに P < 0.0001）

DID 分析における平行トレンド仮定の確認を

であった。この負の相関は、アプリ利用という介

行ったところ、ユーザーと対照群におけるインス

入のない状況にある対照群では、ベースライン期

トール前の平均 1 日歩数のトレンド（軌跡）はほ

間でより歩数が多かった者は、インストール後の

ぼ平行しており、群・時間の交互作用も P = 0.23

期間で歩数の減少量がより大きかったことを意味

と、仮定の逸脱は確認されなかった。また、対照

している。したがって、ベースライン期間で対照

群では、AR（1）相関構造の自己回帰係数で求めた

群よりも平均歩数が多かったユーザー群では、ア

系列相関は0.46であり、
「ベースライン期間（イ

プリ利用がなければ歩数は対照群よりも更に大き

ンストール前）の歩数」と「インストール前後で

く減少していたはずであると推測できるため、観
察された歩数の増加は、この自然に起こりうる減

Before 10,000 steps/day nudge（Apr-Sep 2016）

0.00020

少傾向を上回るアプリのインストールおよび使用

User
Control

の影響と解釈できる。

Proportion

0.00015
0.00010

Ｂ．サブグループ解析

0.00005
0.00000

表 2 はサブグループ解析の結果を示している。
0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

アプリの起動頻度による有意な効果修飾がみられ

40000

たが（P < 0.001）、他の変数による有意な効果の

After 10,000 steps/day nudge（Nov-Dec 2016）

0.00020

User
Control

違いは観察されなかった（P ≥ 0.14）。アプリを 1

Proportion

0.00015
0.00010

日 2 回以上など頻繁に起動する人のほうが、それ

0.00005

ほど頻繁ではない人と比較して、インストール前

0.00000

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

後における歩数の増加が大きかった。交互作用は

40000

有意でなかったものの、歩数の増加は18〜39歳よ

図 3 ． 1 日 1 万歩達成インセンティブの導入前
（A）およ
び導入後
（B）のユーザーと対照群の 1 日当たり歩数の
ヒストグラム（ユーザー14673人，対照群370人，2016年）
Fig.3．Histgrams of daily steps in user and control before（A）
and after（B）the introduction of 10,000 steps reward system.
（14673 users + 370 controls, 2016 season）
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User（n = 274）

*
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* Baseline
Difference

入が低い層でより歩数が増加する傾向が観察され
た。また、女性よりも男性のほうがわずかに大き

B

Control（n = 613）

†

†

†

*

*

*

Month 1
† Difference

2147
322
（1583 to 2710） （-77 to 720）

Month 2
† Difference
506
（25 to 986）

Month 3
† Difference
574
（83 to 1064）

Average among the whole user （n = 20052）

Average steps per day

Average steps per day

A

りも40〜68歳のほうが大きく、学歴が低い層、収

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

User（n = 89）

Baseline

†

†

*

* Baseline
Difference

Control（n = 104）

*

†

*

*

Month 1

Month 2

Month 3

† Difference

† Difference

† Difference

47
976
1032
1195
（-625 to 719） （528 to 1424）（525 to 1539）（592 to 1798）
Average among the whole user （n = 20052）

図 4 ．「パ・リーグウォーク」インストール前後の歩数（差の差分析）
Fig.4．Adjusted daily steps before and after installation of the Pa-League Walk app based on diﬀerence-in-diﬀerences model.
A: Primary analysis with 274 users vs 613 controls（n = 887）
, B: Subsamples of the matched pairs with < 1,000 steps/day diﬀerence at baseline（n = 193, 89 users vs 104 controls）
. Error bars are 95% conﬁdence intervals adjusting for potential confounders.
Baseline period is 3 weeks before the app installation. Triangle tick marks indicate the average steps among the whole users（n
= 20,052）only for the period after the app installation.
*Baseline diﬀerence between users and controls. †Diﬀerence in diﬀerences at month 1, 2, and 3.

171

40–68

93

≥ 25

159

102

≥ 1000

78

113

Once a day

More than once a day

243

173

197

294

‑363
（‑1077, 350）
‑97（‑829, 635）
1085（480, 1690）

3314
（2212, 4415）
2073
（1271, 2874）

402（‑48, 851）

1165（110, 2221）

256（‑551, 1063）

180（‑484, 844）

1500
（629, 2371）

1849
（1157, 2541）

526（‑29, 1081）

2804
（1845, 3762）

2489
（1529, 3450）

229（‑624, 1082）

2018
（876, 3159）

406（‑52, 864）

95（‑660, 850）

1798
（1116, 2480）

299（‑863, 1462）

2966
（1593, 4340）

408（‑429, 1245）

2663
（1350, 3977）

304（‑144, 751）

2236
（1003, 3469）

484（‑80, 1047）

2239
（1449, 3030）
2086
（1450, 2723）

73（‑439, 584）

2028
（1285, 2772）

350（‑235, 935）
270（‑159, 670）

2242
（1588, 2897）

Month 1

2138
（1324, 2952）

Baseline diﬀerence
（95%CI）

1665（805, 2524）

‑333（‑1139, 473）

‑339（‑931, 253）

490（‑34, 1013）

665（‑332, 1663）

196（‑704, 1096）

775（163, 1387）

502（‑432, 1436）

383（‑127, 894）

166（‑728, 1060）

1124（‑385, 2633）

731（‑438, 1899）

396（‑34, 827）

778（83, 1473）

81（‑473, 635）

279（‑198, 755）

643（‑72, 1358）

Month 2

Diﬀerence
（95%CI）

CI; conﬁdence intervals, BMI; body mass index.
Diﬀerence-in-diﬀerences models adjusted for sex, age, BMI, education, equivalized income, population density, year of the app installation.
a
Control participants are categorized based on the responses of the corresponding matched users.

83

Less than once a day

Frequency of the app usagea

93

181

< 1000

Population density, person/km2
319

163

91

3000001–4999999

≥ 5000000

215

81

≤ 3000000

Equivalized income, Japanese Yen
235

349

55

4-year college or higher

122

60

Vocational/technical school or junior college

142

140

473

350

263

239

374

Control

High school or less

Education

181

< 25

BMI, kg/m2

103

18–39

Age, years

166

108

Female

User

Male

Sex

Subgroup

n

1666（830, 2503）

‑398（‑1278, 482）

‑78（‑681, 524）

524（‑55, 1103）

746（‑174, 1666）

194（‑655, 1043）

576（‑137, 1290）

936（‑39, 1910）

538（‑33, 1110）

217（‑810, 1244）

973（‑368, 2315）

641（‑525, 1807）

531（75, 987）

927（214, 1641）

3（‑545, 552）

324（‑239, 888）

724（15, 1433）

Month 3

表 2 ．「パ・リーグウォーク」アプリ利用と 1 日歩数の関係に関するサブグループごとの差の差分析
Table 2．Diﬀerence-in-diﬀerences model used to estimate the association between the Pa-League Walk app and change in daily steps by subgroup.

< 0.001

0.52

0.39

0.14

0.86

0.25

0.93

P for interaction

（8）

（9）

図 5 ．ユーザーの平均歩数の長期変化
（n = 274）
Fig.5．The long-term trend in average daily steps among users.（n = 274）
*P < 0.05 compared with baseline（steps before the app installation）
. Bars indicate 95%
conﬁdence intervals. Adjusted for sex, age, BMI, income, education, urbanity, calendar
month, and year of the app installation. †Expected maximum sample size in each month
based on the distribution of installation dates. The earlier the app was installed, the longer
the evaluation period was. Some users do not have valid data in the ﬁrst month but have
in the following months. An observed sample size lower than 274 in the ﬁrst month does
not mean that some users have no valid data throughout the post-period.

な歩数増加の傾向がみられた。

大規模かつ長期的な効果をもたらすアプローチと

Ｃ．長期効果

して、ファン心理に基づくゲーミフィケーション

図 5 は DID 分析対象ユーザーの 1 日平均歩数

の有効性が示された。

の長期的な変化を示している（n = 274）。アプリ

ゲーム型のアプリが身体活動量に与える影響を

のインストール後 4 か月で歩数はピークに達し

検証した先行研究には、ポケモン GO のユーザー

（インストール前に比べて559歩／ 日増加［95％信

を対象とした研究があるが、平均的には 6 週間で

頼区間＝72 to 1047］
）
、歩数の増加は 9 か月目付

利用開始前の水準の歩数に戻るなど、効果が一部

近まで維持され（559［99 to 1018］歩／日増加）、

の利用者に限られている可能性も指摘されてい

その後緩やかに減衰するとともに、サンプルサイ

る4）。パ・リーグウォークが長期的な行動変容の

ズが小さくなっていくことも影響して、後半は不

持続につながった理由には、ターゲットのインサ

安 定 な 傾 向 を 示 し た（22 か 月 目 で 440［‑438 to

イト（行動を引き起こす潜在的な心理要素）に基

1317］歩／日増加，P = 0.33）
。

づ く 開 発 プ ロ セ ス が 考 え ら れ る。 パ・ リ ー グ

考

察

ウォークでは、アプリ利用と身体活動促進に向け
た重要な動機づけとして、スポーツチームとの強

本研究により、大規模に社会実装されたアプリ

10）
い心理的つながり（team identiﬁcation）
が利用

「パ・リーグウォーク」のユーザーにおいて、ア

されている。このような働きかけは、自己決定理

プリのインストール後、日常歩数が増加したこと

論に照らすと、対象者の価値観やアイデンティ

が示された。準実験デザインに基づく一連の分析

ティと関係しない外的報酬（例えば金銭的インセ

により、アプリ利用が身体活動量に与える影響の

ンティブ）よりも、行動変容の維持につながる強

因果関係が強く示唆されている。また、約 4 分の

い内的な動機づけとなり得る。また、 6 〜 7 か月

1 のユーザーが運動実践の無関心期であるととも

間にわたり年間143試合以上あるプロ野球と、仮

に、歩数増加の傾向が少なくとも 9 か月維持され

想世界でのゲーム機能が結びついている点（試合

るなど、自治体等が行う従来の健康づくり事業で

日に行われる歩数応援合戦，好きな球団のファン

は十分にアプローチできていなかった層に対して、

同士でのコミュニケーションなど）も、繰り返し

（10）
刺激として行動変容の継続を促したと考えられる。

（40代〜）において顕著な歩数増加が確認されて

本研究は、我々の知る限り、ファン心理に基づ

いる。今後、さまざまな集団を巻き込んで健康づ

き「みるスポーツ」と「するスポーツ（身体活動）」

くりを進めるうえで、示唆に富む結果といえる。

をつなぐ行動変容モデルの有効性を検証した世界

本研究の強みは、まず、スマートフォンの加速

初の大規模な社会実証研究（n > 20000）である。

度計を介して客観的に測定された歩数が身体活動

スコットランド・プレミアリーグの FFIT プログ

量のアウトカムであることである。これにより、

ラムと、ヨーロッパ 4 か国15クラブで行われた

自己報告による想起バイアスを回避できる。第二

EuroFIT プログラムは、男性サッカーファンの身

に、準実験デザインと一連の統計解析により、強

体活動量増加の維持に成功している

。応援する

固な因果推論が可能となった。デジタルヘルス市

クラブのスタジアム等でコーチから介入を受けら

場では身体活動促進を目的としたアプリが広まっ

れるという魅力的な実施形態は、十分かつ持続し

ているにもかかわらず、それらの有効性に関する

た身体活動量の増加を実現したが（EuroFIT では

エビデンスは乏しい。本研究は、アプリの長期的

12か月間で678歩／ 日の増加）
、介入を受けた参加

な有効性を含む実証エビデンスとして価値がある。

者の数は限られており（n < 1000）、この方式では、

第三に、実社会で広く利用されているアプリを対

参加できるのはスタジアム等にアクセスできる近

象としたため、研究参加者は日本全国から集まっ

隣住民に限られてしまう。プロスポーツの世界的

ており、幅広い社会経済的地位の層を含んでいる

な人気を考えると、潜在的なターゲット数の規模

点である。

2,5）

ははるかに大きい。日本のプロ野球ファンは推定

一方、本研究の限界としては、まず、DID 分析

2,700万人、世界のサッカーファンは 7 億人以上

の対象ユーザーはアプリを熱心に利用した者に

である。
スマートフォンアプリは、
「みるスポーツ」

偏っているため、分析の結果はアプリのユーザー

と「するスポーツ（身体活動）
」をつなぐ将来の

全体に一般化できない可能性がある。アプリをイ

さまざまな革新的なプログラムの受益者数を最大

ンストールする前のユーザー全体の平均歩数は不

化するツールになり得る。

明であるが、DID 分析の対象者には、全ユーザー

パ・リーグウォークは、収入や学歴など社会経

のなかで最も身体活動量の高いグループが含まれ

済的地位（SES）が低い状況にある人でも歩数増

ていると考えられる。しかし同時に、DID 分析対

加の効果が認められた。典型的な健康づくり事業

象ユーザーの 3 分の 1 （インストール前歩数で

では、
「健康のために運動しましょう」などのメッ

マッチングされた89人のユーザー）については、

セージを用いているが、これは主に、健康意識の

インストール前歩数が全国平均と同水準であり、

高い層、すなわち社会経済的地位の高い集団に訴

更にアプリのインストール後に歩数の増加が確認

求するメッセージとなっている。一方、ファン心

されている。したがって、パ・リーグウォークは、

理に基づくゲーミフィケーションでは、「健康」

身体活動量が全国平均レベルの集団においても、

または
「身体活動の健康効果」を核となるメッセー

歩数を増やすのに効果的かもしれない。第二の限

ジとして用いていない。したがって、このアプリ

界点として、本研究の分析は iPhone ユーザーに

は、ターゲットであるファンにとっては、（単に）

限定されている。ただし、アプリの機能は An-

プロ野球を存分に楽しむためのツールの一部に位

droid スマートフォンでも同様であるため、身体

置づけられていると考えられる。これは、運動の

活動量への効果に顕著な違いはないと推測される。

行動変容ステージが低い状況にある低 SES 層を

最後に、本研究では、他の健康アウトカムを潜在

含め、どのステージにある人にも開かれ、訴求し

的な便益または害として調査していない。一例と

得るアプローチと考えられる。また、本研究では、

して、拡張現実（AR）ゲームのなかには、外傷

当初想定していた20代・30代など若年世代では歩

や交通事故などのリスクを高める可能性が指摘さ

数増加が確認できなかったが、自治体等が行う健

れているものもある。ただし、パ・リーグウォー

康増進事業でアプローチが困難な男性や壮年期

クは AR や位置情報ゲームではなく、アプリ利用

（11）
にあたり、スマートフォンの画面を終始見ながら
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