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１ はじめに 

 地域コミュニティの資源を評価・再評価することは，ま

ちづくりやコミュニティ・マネジメントの問題のみならず，

われわれが「生活者」として共有する社会的記憶やパブリ

ック・ヒストリーの問題，さらには魅力のある“場（場所）”

の要件 [9] を考える上で，きわめて重要である．また，

Ｓ＆Ｇ研究は，こうした問題を多面的に理解し，コミュニ

ティの成員間で共有するための仕組みづくりや学習環境

のデザインに貢献しうるであろう． 

筆者は，社会調査（とくにフィールド調査）のためのツ

ールとして，カメラ付きケータイをはじめとするモバイル

機器の利用可能性について，調査・研究をすすめている 

[5]．カメラ付きケータイは，手軽に日常生活を写し取る

ことができるため，多彩な「生活記録」を生成しながら，

地域のイメージを共有するのに役立つと考えられる．また，

他のメディア機器も，われわれの生活の諸側面の記録・再

生の可能性を広げるはずである．たとえば，近年注目され

ているポッドキャスティングは，写真や動画をふくむファ

イルの送信・共有の仕組みとして活用することができる．

本論文では，とくに“まち歩き”のコンテンツに着目し，

あたらしい経験学習のための環境づくりについて論じて

みたい． 

 

２ あたらしいイメージ共有の様式 

2.1 ポッドキャスティングの可能性 

iPod をはじめとする携帯型 MP3 プレーヤーの受容・普

及にともない，ネットワークを介したデータの送受信の方

法として，ポッドキャスティングへの関心が高まっている．

Pew Internet & American Life Project によれば[10]，

2005 年２～３月の時点で，2,200万人以上のアメリカの成

人が iPod あるいは MP3 プレーヤーを所有しており，その

29％（すなわち 600万人以上の人々）がウェブからポッド

キャストをダウンロードしている．Nielsen/NetRatings

が実施した，より最近の調査においては，アメリカ成人の

オンライン人口（およそ 920 万人の人々）の 6.6％がオー

ディオ・ポッドキャストをダウンロードしていることが報

告されている [8]．さらに，Diffusion Group は，2010

年までに，アメリカにおけるポッドキャストの聴取者は，

5,600 万人に達すると推定している [3]．当然のことなが

ら，こうした推計は，ポッドキャストの聴取者をどのよう

に定義するかによって，変化しうる．しかしながら，過去

数年にわたって，きわめて多くのユーザーが，ポッドキャ

スティングを利用するようになったことは間違いないだ

ろう． 

初期の段階では，iPod や携帯型 MP3 プレイヤーは，楽

曲のダウンロード・サービスとともに，音楽を聴くための

メディアとして登場した．近年，写真やビデオを再生する

機能が加わり，好きな音楽ばかりでなく，画像や動画をも

持ち運ぶという，あたらしい実践を生み出しつつある．そ

れは，もはやデータ保存のための小型ハードディスクでは

なく，他の人たちとの画像や動画の閲覧・共有を可能にす

る，メディア・プレイヤーとして位置づけることができる．

また，「拡張（enhanced）ポッドキャスト」を作成するオ

ーサリング・ツールも身近になった．これによって，音声

とともに，一連の写真をスライドショーのように表示する

ポッドキャストも，比較的容易に作成できる． 

日本における iPod や MP3 プレイヤーへの関心は，アメ

リカと比較するとまだ発展途上かもしれないが，ポッドキ

ャスティングを活用したさまざまなビジネスが模索され

はじめている．『インターネット白書』［4］の最新版によ

れば，日本のオンライン人口の 43.7％が「ポッドキャス

ティング」という用語を認知してはいるが，実際に何らか

のポッドキャストをダウンロードしているのは，日本のイ

ンターネット利用者の６％にすぎないという． 

iPod や MP3 プレイヤーへの人気と呼応するかたちで，

同様の機能が携帯電話にも付加されている．たとえば au

（KDDI）は，2006 年１月に「LISMO（Listen Mobile）」と

呼ばれる新しいサービスを開始した [2]．ユーザーは，PC

経由で楽曲をダウンロードし，ケータイの端末で音楽を聴

くことができる．フリーの専用ソフトを使えば，楽曲のプ

レイリストのみならず，写真や予定表などのケータイにあ

るファイルを PC上で取り扱うこともできる．さらに，2006

年５月には，オンラインで楽曲を購入できる「LISMO ミュ

ージック・ストア」のサービスもスタートしている．日常

生活のなかで携行する iPod，MP3プレーヤー，あるいはケ

ータイで，音声ファイルを再生するというスタイルが浸透

しつつある． 
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2.2 ポッドキャスティングによる“まち歩き”体験の共

有 

ポッドキャスティングでダウンロードできるのは，音楽

にかぎられているわけではない．最近では，ニュース，大

学の講義，語学レッスン，オーディオ・ブック，映画の予

告編/レビュー，旅行ガイドなど，じつに多彩なポッドキ

ャストが提供されている．また，コンテンツによっては，

音声を聞きながら写真を見たり，ビデオで提供されたりす

るようになった．地域コミュニティの調査という文脈にお

いて，フィールド調査の結果をコミュニティのメンバーに

還元する仕組みとして，ポッドキャスティングを活用する

ことができる．これまで，調査結果の流通・共有のために

ポストカードの利用を提案してきたが [6]，フィールド調

査における個人的な体験は，ポッドキャストとしてまとめ

ることもできる． 

本論文と関連する興味ぶかいサービスは，すでに美術館

等で提供されている．たとえば，サンフランシスコ現代美

術館（SFMOMA）では，2005 年９月から，ウェブを介して

「アートキャスト（artcasts）」を配信している [12]．美

術館を訪れる前に，「アートキャスト」を自分の iPod や

MP3 プレイヤーにダウンロードしておき，音声ガイドを聞

きながら自分で美術館を巡ることができる．この音声ガイ

ドは，館内を歩いたり，あるいは立ち止まって作品を鑑賞

したりという一連の動作を促す役割を果たす．さらに，「ア

ートキャスト」を通じて写真や資料を配信することで，美

術作品の鑑賞という体験そのものが拡張されることにな

る． 

 「アートキャスト」は，もっぱら屋内での使用を念頭に

デザインされているが，同様に，“まち歩き”のためのコ

ンテンツにも適用して考えることができる．実際，「ポッ

ドウォーカー」あるいは「ポッドウォーク（ポッドウォー

キング）」と呼ばれる実践や [11]，ビジネスの試みが動き

はじめている．もっとも単純には ポッドウォーキングは，

都市を歩き回るための音声ガイドで，１つの地点から特定

の目的地までの道案内をする，音声の「アクセス・マップ」

ともいうべきものである． 

日本でポッドウォークのコンテンツを先駆的に作成し

ている川井は，「寄り道や道草を支援するエンターテイメ

ント」として ポッドウォーカーを性格づけている [7]．

川井らによって提案されているアイデアと呼応しつつ，わ

れわれは，都市での体験を伝えるための方法としてポッド

ウォーキングの可能性を探究することにした．ポッドウォ

ークのコンテンツを耳にしながら歩くという体験は，われ

われが埋め込まれたまちの「音の風景」を構成・再構成す

る，じつに興味ぶかい体験である． 

 

３ 事例：金沢市におけるフィールド調査 

3.1 背景 

現在，葛飾柴又（東京都）で進行中の研究プロジェクト

[5] と並行して，われわれは金沢市（石川県）でもフィ

ールド調査をすすめている． 2006 年５月 20～21 日にか

けて，われわれは金沢で２回目のフィールドワークを実

施した．研究の第２のフェーズとして，個人的な“まち

歩き”の体験を伝えるメディアとしてのポッドウォーク

の可能性を探究するため，金沢市内においてポッドウォ

ークのコンテンツを作成した．今回は，９名の学生（学

部生および大学院生）が調査者として参加した．   

 

3.2 “まち歩き”を記録する 

 ５月 21 日，調査者は，４つのグループに分かれてポッ

ドウォークの収録を行った．それぞれのグループは，デジ

タルボイスレコーダー（サンヨー ICR-S190M）およびハン

ディ GPS（GARMIN geko201）を携行した．また，写真の撮

影については，各自が自らのカメラ付きケータイを活用し

た． 

収録にあたっては，大まかに以下のようなガイドライン

を提示した．(1) 収録に際してはリハーサルをせず，また

脚本を用いない（われわれの経験から，「その場」での臨

機応変な録音が，もっとも自然な“まち歩き”の体験をと

らえるため），(2) 歩いている途中で沈黙しないこと（聞

き手のことを考え，歩いている/停まっているといった状

態をふくめ，つねに何かをしゃべりながら歩く）， (3) で

きるかぎりランドマークや目印となる建物等について言

及しながら歩く，(4) 目安として，10 分程度の“まち歩

き”を収録する，(5) 音声ガイドを録音しながら，少なく

とも５枚の写真を撮る． 

これらのガイドラインをふまえて収録することを前提

に，調査者は，自由にルートを設定し，寄り道をしたり，

他の歩行者に話しかけたりすることは自由であった． 

 

3.3 ポッドウォークを作成する  

 フィールド調査ののち，われわれはポッドウォークのコ

ンテンツを 10 種類作成した．今回利用したボイスレコー

ダーでは，音声ファイルはMP3 形式で保存されるため，そ

のままファイルをサーバーに移動するだけで，ウェブを介

したダウンロードが可能となった．また，すべての音声フ

ァイルは，ウェブ上でも試聴できるようにした． 

 

 

図１：ビジュアルな手がかり（写真） 

 

 

図２：ビジュアルな手がかり（ルート） 

 

 われわれは，聴取者のために，ビジュアル手がかりにな

りそうな一連の写真を音声とともに表示できるようにし

た（図１参照）．また，写真に加えて，おおまかなルート

がわかるよう，ハンドヘルド GPSを使って調査者の軌跡を



取得し，同じようにビジュアルな手がかりとして提供する

ことにした．図２では，★がポッドウォークの出発点を示

し，目的地に向けた大まかなルートが記されている．この

軌跡は，当日の，ひとつの調査グループの“まち歩き”を

再現するものである．この例は，片町商店街から，老舗記

念館までをおよそ 11 分間かけて歩くプログラムである 

[1]． グループのメンバーは，音声ガイドのために，歩い

ている道や目にする建物について説明を試みている．興味

ぶかいのは，同時に，歩いている彼ら自身についても語っ

ているという点である．横たわる犬がいたり，他の観光客

が道を尋ねてきたり，あるいは，変わった看板やおしゃれ

なショーウィンドーの前を通ったりする様子が収録され

ている．このような，シナリオのない“まち歩き”の様子

は，自然で，かつ臨場感のある内容を構成することになる． 

 さらに，MP3 ファイルは「拡張ポッドキャスト」として

編集し，写真/ビデオ再生が可能なプレイヤー上では，音

声とともに，写真がスライドショー表示されるようにした

（図３参照）．このように，ポッドキャストを活用するこ

とによって，一連のイメージをひとつのストーリーとして

提供することができる．写真とともに，われわれのフィー

ルドでの体験は，鮮明に再構成されることになる． 

 

 
図３：音声とともに写真を見る 

 

 

４ 考察 

4.1 聞く写真 

 いまなお探求中ではあるが，ポッドウォークは，慣れ親

しんだまちを，これまでとはちがったかたちで体験する機

会を構成する．簡単な方法で，ある種の追体験を可能にし，

他のひとの“まち歩き”の経験を，自分の足で体感するこ

とができるという点で，体験学習の場を提供するといえる

だろう． 

 われわれが葛飾柴又で実施した調査では，ポストカード

と音声ファイルのリンクを試みている [6]．カメラ付きケ

ータイで読み取ることのできる QR コード（２次元バーコ

ード）をポストカードに印刷し，ウェブサイトへのポイン

タ（URL）を埋め込んだ．QRコードを介してウェブにアク

セスすることによって，商店主が挨拶する声（音声ファイ

ル）を，ケータイで聞くことができるものである．技術的

な制約から，このときは２秒ほどの音声ファイルしか再生

することができなかったが，それでも，ポストカード上の

写真を眺めるという体験は，音によって拡張された．われ

われのイメージや経験を共有するための仕組みとして，

「聞く写真」というコンセプトで，さらにその可能性を探

求するつもりである． 

 

4.2 多様な都市の経験 

 われわれは，もともとは，ある出発点から目的地までの

音声ナビゲーションとして，ポッドウォークの可能性につ

いて考えはじめた．しかしながら，いくつかのコンテンツ

の作成をつうじて，調査者どうしの即時即興的な会話こそ

が，臨場感にあふれる「音の風景」を構成・再構成するこ

とに気づいた．それは，さまざまな出来事に遭遇するたび

に，自然発生的に生まれるコミュニケーションである． 

 つまり，ポッドウォークは，そのナビゲーション機能ば

かりでなく，「物語り」のためのモードとして理解するこ

とができる．冒頭で触れたように，われわれは，カメラ付

きケータイを，さまざまな「生活記録」を収集するための

ツールとして位置づけている．地域コミュニティのイメー

ジや風景を収集・蓄積し，その中から何枚かを選別し，音

声とともにポッドウォークとして編集することで，地域イ

メージの共有や地域資源の発見・再発見のためのコンテン

ツとして提供することができるはずだ． 

興味ぶかいのは，ポッドウォークの体験をつうじて，わ

れわれは，他者の「ものの見かた」が協調的に併存するこ

とに，あらためて気づくという点である．同じ出発点と目

的地であっても，多様なバージョンのポッドウォークを作

成することができる．たとえば，地元の歴史家，芸術家，

商店主などを招待し，共に歩きながらポッドウォークを収

録することによって，同じルートでありながらも，ことな

る“まち歩き”の体験が可能となる．さらに，地域の昔の

写真を入れることで，かつての写真を見ながら，現在のま

ち並みを体験することもできるだろう． 

 

4.3 「遊歩者」のためのメディア  

 コミュニティ・デベロップメントや都市のデザインとい

う文脈においては，人々が地域にいだく愛着や親近感を理

解することが，重要な課題のひとつである．たとえば，近

所を歩くことが，予期せぬ発見や驚きに満ちているとき，

ひとは場所にある種の親密さを感じ，結果として，その場

所はより多くの人々を引き付ける「力」をもつにちがいな

い．さらに，次第に場所がある種の活力・求心力をもつよ

うになることで，いわゆる「リピーター」をも育むはずで

ある．そのためには，われわれが慣れ親しんだ「ものの見

かた」から，自らを切り離してみることが重要である．上

述のとおり，ポッドウォークは，まちを理解するための，

あたらしい経験を提供するものである．写真のスライドシ

ョーとともに，自分ではない「誰か」のスピードとリズム

でまちを歩く体験を，比較的容易に実現する．また，当然

のことながら，ポッドウォークのコンテンツは事前に収録

されたものであるため，歩くときは，つねに過去のまちの

音を聞くことになる．眼前には，まさに「その時」の風景

が見えるが，耳からは以前の音が聞こえてくるという体験

は，じつに興味ぶかいものである． 

ポッドウォークによる“まち歩き”は，簡単にまちにと

け込むことができるという点も魅力的である．見かけ上は，

片手にカメラ付きケータイを持って，iPod で音楽を聞い

ている，普通の歩行者である．しかしながら，彼/彼女は，

観察者，「遊歩者（flâneur）」となる．「遊歩者」は，状況



と関わりをもたない，少し距離を置いた，感受性の強い都

市の観察者である．ポッドウォークは，これまでには体験

してこなかったスピードとリズムでまちを歩く，「遊歩者」

のためのメディアとして理解することができる．「遊歩者

になる」ことは，地域コミュニティで共有されるべきイメ

ージや風景について，あらためて考え，「気づき」を誘発

する機会を創出するにちがいない．まちを学ぶためのコン

テンツとして，ワークショップや「まちづくりゲーム」に

組み込むことで，地域コミュニティにおける他者との関わ

りについて考えるきっかけにもなるだろう． 

 

注 

本稿は，Kato, F. (2006) Capture, Share, and Experience: 

“Podwalk” as a Medium for Flâneurs, Position paper 

for PICS (Pervasive Image Capture and Sharing) 

Workshop, UbiComp2006, Orange County, CA. をもとに，

邦訳・加筆・修正をくわえたものである． 
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