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１ はじめに 

 近年，マーケティング調査などの領域を中心に，カメラ

付きケータイ等を活用した調査研究（おもに生活者の消費

行動調査）が注目を集めている[4]．ケータイの日常的な

利用をつうじて，あたらしい文化的・社会的実践が生まれ

つつあることについては，さまざまな調査研究が行われて

いるが，Ｓ＆Ｇや学習環境のデザインという観点からの研

究は未だに発展途上である． 

 筆者らは，多機能化するケータイを社会調査用のツール

として位置づけ，フィールド調査における記録作業を支援

するケータイ用アプリケーション「和次郎カウンター」の

開発をすすめている．以下では，同アプリケーションの基

本的な考えかたと，評価のためのパイロット調査の結果を

紹介し，まちづくりゲーミング（まちについて学ぶための

仕組みづくり）への適用可能性について論じる． 

 

２ 研究背景 

2.1 フィールド調査用ツールとしてのケータイ 

 フィールドワークでは，常にメモ（フィールドノート）

をとることを要求されるが，現実的には困難であることが

少なくない．とりわけ，歩行者の購買行動や回遊行動を観

察・記録する際には，あからさまにメモ帳を取り出すこと

ができない状況があるからだ．そのようなとき，周囲から

気がつかれないようにメモをとったり，覚えておいてあと

で書き起こしたりする．現場への介入と記録の可能性をめ

ぐっては，調査倫理の問題も含め，さまざまな課題がある．

定性的な調査法の開発においては，非干渉的な方法の可能

性が議論されてきた [5]． 

 近年の「モバイルリサーチ」への関心の高まりは，調査

コストの削減のみならず，調査者の「居場所」をも変容さ

せつつある．たとえば，ケータイを記録のために使えば，

あたかもケータイのメールを打っているしぐさでフィー

ルドノートをつけることができる．また，ケータイのカメ

ラ機能は，手軽に撮影できるということから，被写体が身

構えることなく，より自然な写真として記録される．しか

もケータイは，常に持ち歩いているため，調査者は記録の

ためのツールを恒常的に装備していることになる．このよ

うに，多機能化したケータイは，フィールド調査のツール

としてのあたらしい可能性を持っていると考えられる[1]． 

 

2.2 数える 

 フィールド調査の方法は，その目的や現場の特質によっ

て変わりうるが，どのような調査でも，テーマに関わる事

物・事象を数えることは基本動作ともいうべきものである．

たとえば「考現学」的な方法においては，詳細なスケッチ

を試みることが特徴的だが，それは，数えるという営みと

連動していることが多い．つまり，スケッチは，いわば代

表的・典型的な事例を描写するものとして活用され，同様

のパターンがどの程度の頻度で観察されたかが記述され

るのである．たとえば，今は「調べごとの規定」を定義し，

あらかじめカテゴリー化された項目に従って，記録を試み

ている[2]． 

 代表的な「東京銀座風俗記録」では，銀座を歩く人々の

風俗の一部（髪型，履物，服装，身分構成など）に焦点を

あて，決められたルートを歩きながら，カウントを行なっ

ている．こうした考現学的な「風俗採集」のみならず，歩

行者の回遊行動や消費行動に関す調査においては，数える

ことが，基本となる．そこでわれわれは，フィールド調査

の基本ともいうべき記録を支援するべく，ケータイにあら

たな機能を付与することを試みた． 

 後述するように，これは調査のみならず，「まち歩き」

のためのツールとしても理解することができる．テーマに

沿ってまちを理解し，その特徴を数え上げることは，学び

の機会を提供するからである． 

 

３ ツールの概要 

3.1 「和次郎カウンター」の開発 

 ケータイ用の JAVA アプリケーション「和次郎カウンタ

ー（version 1.0）」は，上述のような問題意識をふまえて

開発がすすめられている．利用に際しては，あらかじめウ

ェブを介してアプリケーションをケータイにダウンロー

ドしておく必要がある[3]． 

 アプリを起動すると，カウンターの画面が表れる．画面

下に並んでいるのはフィールド調査において，カウントの

対象とする項目で，それぞれの項目の名称を全角一文字分

のスペースで簡略に表示している．たとえば図１の「子，

学，成，ｻﾗ，OL，職，中，老，外，他」は，それぞれ「子

供，学生，成人，サラリーマン，OL，職人，中年，老人，

外人，その他」に対応している．これらの項目はそれぞれ

０〜９の数字ボタンと対応しており，ボタンを一回押すご
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とに，その項目が一回カウントされ，棒グラフが伸びてい

く．また，グラフが画面上隅に達すると，グラフが折れ曲

がり，さらにカウントを継続することができる． 

 調査項目は，左右の矢印キーによって入れ替えることが

可能である．一回押すごとに項目が入れ替わり，この操作

はカウントの進行にかかわらず，いつでも可能である．現

在のところ，項目は12種類ほど組みこまれている．なお，

現在のバージョンでは，単体のカウンターとしての機能の

みが実装されており，カウント数の保存機能や通信機能な

どはない． 

 

  
図１：「和次郎カウンター」のケータイ画面 

左：「職業別」カテゴリーの画面 

右：「もちもの」カテゴリーの画面 

 

 

４ フィールドでの運用 

 2006 年５月 21 日（日）に金沢市内の竪町商店街にて，

ツールの評価を目的とし，フィールド実験を行なった．加

藤研究室に所属する学生９名（学部生および大学院生）が

調査者として参加した． 

 

4.1 フィールド調査概要 

 金沢市内の竪町商店街は，全長およそ 500 メートルで，

南北に伸びている．アーケードはなく，190 店舗ほどが立

ち並ぶ．約７割がファッション店で，10代 20代の若者を

中心に他県から訪れる客も多く，平日でも昼間は歩行者天

国になっている． 

 この竪町商店街の南側の入り口（新竪町側入り口）から

北側の入り口（片町側入り口）までを対象とし，風俗採集

を行なった．調査者は南側の入り口を開始点とし，数分お

きに前後の調査者と間隔を空けて出発する．そのまま北側

の入り口までまっすぐ歩き，その際にすれ違う人のみを対

象とし，採集を行なった． 

 採集には，「和次郎カウンター」と通常の採集用シート

を用い（図２参照），ふたつのやり方を比較した．採集用

シートとは，A４のクリップボードに記入用のシートをは

さんだものである．シートには調査対象とするアイテム項

目の名称とイラストが描いてあり，項目下の空欄にペンで

正の字を記入し，カウントを行なう（図３）．また，「和次

郎カウンター」と採集用シートのアイテム項目は，ともに

調査前に準備した共通のもので，同じ 10種類とした． 

 採集は「和次郎カウンター」と調査用シートをそれぞれ

２回ずつ行ない，計４回行なった．また採集後，使用感に

ついてのアンケートをとった． 

 

 

図２：調査者の様子（金沢市竪町商店街） 

左：「和次郎カウンター」で採集 

右：採集用シートで採集 

 

 

図３：記入後の採集用シートの例 

 

 

4.2 アンケートの内容 

 アンケートは、以下の４問に対し，自由記入で回答を求

めた． 

(1) 採集用シートと「和次郎カウンター」，それぞれの良

かった点と悪かった点についてお聞かせください． 

(2) シートを持って調査するのと，ケータイを持って調

査するのとでは，周囲の視線などに違いはありまし

たか？ 

(3) 「和次郎カウンター」について，「こうなったら，も

っと良い」「これがあったらいいのに」など，改善点

や具体的な提案はありますか？ 

(4) 他になにか気がついたことがあれば，お書きくださ

い． 

 

５ 結果 

 アンケートの回答から得られた「和次郎カウンター」の



問題点や改善点は，以下のように要約することができる． 

 

5.1 データ入力時のキーの配置の問題 

 考現学的な「風俗採集」においては，調査者が歩きなが

ら道ですれちがうひとを対象に記録を行なうため，データ

入力にスピードが求められる．従来型のクリップボードと

記入用シートを用いた方法には，「絵があって，すごく分

かりやすい」「直感的に書ける」などの意見があった． 

 いっぽう，「和次郎カウンター」は「どれがどの番号か

分からなかった」「何が何番とか覚えなきゃいけないと逆

にやりづらい」というコメントがあった．数字キーの配列

と記録対象となる項目の位置関係に明確なつながりがな

いため，入力に戸惑ったようである．そのため，「考える

うちに人が来てしまう」ことがあったようである．しかし，

「項目とボタンの対応に慣れるまで数分かかる．が，慣れ

ると楽」「『何人連れか？』とかはやり易い」という意見も

あり，数字キーの配列にいちど慣れてしまうか，もしくは

採集する対象と数字キーの関係を覚え易いものならば，

「和次郎カウンター」を使う方が速やかなデータ入力がで

きるようだ． 

 

5.2 ケータイの身軽さ 

 採集用シートについては，「両手がふさがってしまう」

「かさばる」「シートを持ちながらの調査は短距離ならい

いが，長距離は大変だと思う」という意見があった．さら

に，「ボードを近くでのぞかれると，何をやっているかバ

レてしまう」「シートをもってキョロキョロしていると，

やはりみんな見てきました」「シートを持ちながら，辺り

をジロジロと見ていたので，若干あやしまれた．ケータイ

ではあまりそういう視線は感じなかった」「シートの方は

不思議そうな目で見られた」などの意見が示すとおり，い

わゆる「調査者」としてまちなかで目立ってしまう． 

 それに対し，「和次郎カウンター」の特徴は，ケータイ

を操作しているしぐさで考現学的な記録ができることに

ある．たとえば、こうした特徴を端的に示したのが，「ケ

ータイだとビラを配られたが，シートを持っていると素通

りされた」という回答である．このエピソードは、「和次

郎カウンター」が、よりまちに溶け込んだかたちの調査を

可能にしうることを示唆しているといえるだろう． 

 

5.3 不足した機能 

 文字入力機能のない「和次郎カウンター」は、項目外の

対象を扱うことができず，それを無視するか，強引にいず

れかの項目に分類してしまうかしかない．逆に、採集用シ

ートでは，項目にない対象に遭遇した場合にも，その場で

項目を増やしたり，メモを取ったりすることができる．「和

次郎カウンター」に，こういった「その他」の項目の入力

機能を求める意見が多かった．また，「メールで自動的に

結果を転送する」「ミスしたときの修正機能」といった意

見があった． 

 

5.4 調査者の意識 

 採集用シートを使うと，「不審に思われる」「いかにも調

査という感じに見える」「やっぱり見た目が目立つ」など

周囲とじぶんとの関係を感じずにはいられなくなる．その

ため，「調査をしているという実感がある」「シートはいか

にも調査感がある」など，「調査者」という意識が強く現

れる．つまり採集用シートを持って歩くことは，周囲の視

線を集めざるをえなくなることや，比較的かさばるクリッ

プボードを持ち歩いている感覚などが，「調査者としての

じぶん」をより意識させると考えられる． 

 それに対し，「和次郎カウンター」は「調査っぽくなく

て良い」「メールを打っている人みたいで，気楽」など，

採集用シートにくらべ，「調査」という感覚はあまり抱か

ないようだ．そして、さらに「いつでもどこでもできそう

だ」という発想もみられた． 

 つまり、行なっている調査は同じだが，大きなシートを

持ちペンで書く採集用シートと，ボタンを押すだけの「和

次郎カウンター」では，調査者はことなる経験をしている

ことがわかる．「和次郎カウンター」については、「不審に

思われない」「調査っぽくなくて良い」「自然にできる」と

いう意見が集まったことから，まちに馴染んだ心的負担の

少ない調査方式であると考えられる． 

 ただ，「秘密で調査しているという罪悪感が湧いた」と

いう意見もあり，これについては調査倫理の問題もふくめ，

さらに検討が必要であろう．「ケータイのときは，どうし

てもまわりが見えにくくなってしまいました．やっぱりシ

ートのほうが視野が拡がるかも．」「カウントがしやすかっ

た→機械的にやっている感じがした」「操作が楽だから，

ついつい歩くのが速くなる」などの意見を見ると，具体的

な調査の企画・運用についても，「和次郎カウンター」に

適した方法を考えることが重要だといえる． 

 

６ まちづくりゲームへの展開 

 近年，まちづくりの現場では市民参加が唱われ，行政と

市民の両者による「協働の時代」が到来したと言われてい

る．しかし実際の現場では，一部のモチベーションの高い

人々のみが参加し，多くの市民が取り残されているとの指

摘もある．ワークショップを開いても，一部の興味のある

者が参加し，ほとんど実験室のような狭い世界の中で「地

域の意見」が作られてしまうことが少なくないようだ． 

 われわれは，ケータイという手軽な入り口を設けること

で，まちづくりの現場に継続的かつ幅広い市民の参加を可

能にするまちづくりゲームのデザインを目指している．

「和次郎カウンター」のようなケータイを用いた調査ツー

ルが，まちづくりゲームの一部として機能したとき，まち

を知るための学習支援のツールとしてどのような可能性

があるか，以下で整理したい． 

 

6.1 地域資源の発見・再発見 

 考現学的な調査を行なうことは，ふだんの生活ではさほ

ど気にすることのない，まちの人々やモノにあらためて注

目するよう促し，ちがった視点からまちを見る機会を与え

ることになる．その意味で，「和次郎カウンター」は調査

としての面だけでなく，「まちを学ぶ」ための学習のきっ

かけ作りの役割も担っている．この「和次郎カウンター」

が学習ゲームのツールとして使われるようになれば，学習

の機会がまちへと拡張し，まちづくりへの示唆を与えるは

ずだ． 

 たとえば，まずチームに分かれたプレイヤーが，チーム

内で採集する 10 項目と歩くコースを決定する．その後，

決められた場所から場所までを，「和次郎カウンター」を



使いながら，それぞれちがうルートで歩く．そしてゴール

地点で合流したチームごとに，採集した項目数を足してい

き，それぞれの採集した項目の数の合計が 100に誤差が少

ないほど勝ち，といったゲームが考えられる．このゲーム

の場合，出発時にチーム内で採集する項目をどのように設

定するか，またどのルートを選ぶかが勝敗のカギになる．

そのためには，まちの特徴を考え，項目やルートを考えな

くてはいけない．そしてその結果がカウント数となって，

表れてくる． 

 このように，「和次郎カウンター」がまちづくりゲーム

の一部として機能するとき，ふだん何気なく歩いているま

ちが学習の場となり，あらためてまちを見つめる機会にな

る．ケータイに内蔵された「和次郎カウンター」で，より

身近になった考現学的な採集活動が，まちの新しい魅力発

見を支援することができるだろう． 

 

6.2 継続的な参画 

 近年行なわれているまちづくりの多くは，一部の自治会

や商店街による単発的なイベントに頼るものが多く，市民

による継続的な活動として行なわれるものは少ない．これ

は，多くの人々に継続的にまちづくりに関われるほどの余

裕がないことや，そもそもまちづくり自体が身近に感じら

れないことなどに起因している．現在のまちづくりは，地

域での人間関係や責任の所在をめぐって，一部の人々に負

荷がかかる形で行なわれていることが多く，直接的に関わ

っている人々にとって，まちづくり自体が負担になってし

まっている現状がある． 

 本研究は，このような問題が見え隠れする現在のまちづ

くりの現場に，ケータイをはじめとするモバイル機器を用

いた継続的な学習環境の提案を目指している．まちづくり

は，まちの独自性や地域性を創出していく試みであるが，

まちについて知り，まちについて語る試みも，地域のイメ

ージやブランド価値を高める意味で，まちづくりの試みと

いえるだろう．ケータイがまちを知る学習のきっかけとし

て提供されれば，より多くの市民参加が可能となり，その

手軽さから，継続性も期待できる．「和次郎カウンター」

が通信機能をもち，項目数の自動集計などが可能になれば，

「和次郎カウンター」を用いたゲームはいつでも行なえる

ようになる．また，ケータイ WEBやメーリングリストなど

のケータイの通信機能を併用することで，ゲームの継続性

を意識づけることができるだろう． 

 このようにケータイを用いた「まちで遊ぶ」「まちで学

ぶ」ためのツール（およびコンテンツ）を開発していくこ

とは，継続的な市民参加型のまちづくりのデザインの一助

となると考える． 

 

6.3 これからの課題 

 これまで述べてきたように，ケータイにまちを知るため

の調査ツールを搭載することは，まちづくりの現場にあた

らしい可能性をもたらしうることを示唆している．「和次

郎カウンター」の操作上の欠点である文字入力機能や，カ

ウントの修正機能などの追加，WEB を介した幅広いプレイ

ヤーの参加に不可欠なデータ送信機能や自動集計機能な

どを付加することは必要であろう． 

 今後は，さらにこのツールの完成度を高めるとともに，

実際にまちづくりゲームのデザイン，実施を試みる予定で

ある． 

 

注 

「和次郎カウンター（1.0）」は，以下のサイトよりダウン

ロードすることができる． 

http://www.lojo.biz/tool/wajirocounter/index.html 

現バージョンの対応機種は，docomo の i-mode対応機種お

よび softbank の機種である．だが機種によって，一部表

示がずれる場合がある．動作確認済みの機種は，docomo

は SH902is，vodafone は 703SH，703SHf，802SH，804SH，

904SH である． 
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