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スマホを持って歩くだけで地域名産品が当たる、 
一歩先行くウォーキングアプリ。 
ゲームを楽しみながら継続的に歩く仕掛けが満載！ 

お宝カードを集めてプレゼントに応募！ 

日本全国、地域の名産品を当てよう！ 

ミッション 

クリアで 
お宝カードゲット！ 

キャラクター出現 

ウォーキングコース 

￥ 0 
利用ユーザー 

完全無料アプリ 

ウォーキングアプリ aruku&（あるくと） 
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開発背景 
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ウォーキングは様々な研究を通じて 
医療費の圧縮効果・試算が報告されています。 

1日＋1,500歩で年間約3万5千円の医療費抑制効果 

医療費抑制額 研究機関など 算出方法

0.045円／歩／日
辻一郎 他

東北大学大学院医学系研究科教授
１日10分間歩行（1,000歩）で1,341円／月の医療費抑制効果より試算

0.061円／歩／日

久野譜也 他

筑波大学大学院人間総合科学研究科

教授

新潟県見附市における健康教室参加者の医療費抑制効果から算出

0.030円／歩／日

（入院外医療費）

駒村康平 他

慶応義塾大学経済学部教授

１日あたり歩行量（歩数）が１歩違うことにより年間の医療費（入院外医療

費）11円／歩の医療費抑制効果より試算

■特定の集団の経年的な調査による歩行の医療費抑制効果 

上記の調査結果を一人あたり医療費の経年的な上昇傾向から補正 

出典：まちづくりにおける健康増進効果を把握するための歩行量（歩数）調査のガイドライン 
 (国土交通省都市局2017年3月) 

背景 
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運動不足な人ほど、健康に対する興味が薄い 

第1回健康増進・予防サービス・プラットフォーム スマートウェルネスコミュニティ協議会提出資料より 

７割の人々が 
生活習慣病予防に必要な運動量不足 

さらにこのうち7割が 
今後も運動の意思なし 

67.5% 

32.5% 

運動量充足者 

71.0% 

29.0% 

運動量不足者 

今後も 

運動実施の 

意思なし 

運動実施の 
意思あり 

無関心層 

無関心層に“健康になる”だけではないアピールが必要 

背景 



ウォーキングアプリ 

 

 

機能のご紹介 
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aruku&について 

アプリをインストールして歩くだけで歩数計測。 
ゲーム要素とインセンティブで楽しみながら、”歩くこと”を継続できる。 

“依頼”達成のために 
能動的に歩く 

スマホを持って歩くだけ 
アプリ上のキャラクターに 
接触し、”依頼”が発生 

繰り返しで日常化 
“依頼”達成で 
「応募券」を獲得 

インセンティブの抽選に 
応募 

ネコを探すのを 
手伝ってよ！ 

1時間以内に 
300歩歩いてください 
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チーム結成 ランキング 

ウォーキングコース 住民からの依頼 住民のコレクション機能 

3時間以内に1000歩歩いてください 

私のネコちゃんと一緒に 
お散歩してほしいの！ 

アプリ内の住人に話しかけると歩いて達
成する依頼が発生 

依頼を達成すると「住民コレクション」に
追加。 
コンプリート目指して住人を探し。 

みんなで歩けばもっと楽しい。 
友人や全国のaruku&ユーザーとチーム
を結成できる。 

イベント・キャンペーン 

限定キャンペーンやイベントを随時開催し
ユーザーを飽きさせない 
 

個人でチームでランキング。 
上位者にはインセンティブも。 

バラエティに富んだ全国のウォーキングコー
スを400以上搭載。 
 

2 1 
3 

ウォーキングと連動した様々な機能・イベントで、継続的な運動を促進 

aruku&の機能等について 
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3時間以内に1000歩歩いてください 

住民からの依頼達成で、 
地域の名産品などが当たる！ 

①アプリ上の住民から”依頼”を受領 

②依頼達成で「お宝カード」をGET 

③集めた「お宝カード」でプレゼントに応募 

継続して歩く、または体重を入力することで 
Tポイントが貰える！ 

私のネコちゃんと一緒に 
お散歩してほしいの！ 

①毎日歩く、または体重を計測する 

②目標達成で「お宝カード」をGET 

③「お宝カード」をTポイントに交換 

がもらえる 地域の名産品やポイントなど素敵なインセンティブが当たる！ 

aruku&のインセンティブについて 



aruku&(あるくと）の自治体・企業向けでの活用 
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自治体や健保、企業向けにaruku&を健康増進ツールとして提供。 
市民や社員などが楽しめるコンテンツとして利用されています。 
また、地域や物品のPRの場としてご活用いただけます。 

健康増進 
地域や店舗 

への送誘客 
物品のPR 

aruku&上で団体の
メンバー専用コンテン
ツを追加提供 
 

aruku&上にキャラ設
置やウォーキングコース
を設定 

全国のユーザーに景品
提供 
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ウォーキングアプリ「aruku&（あるくと）」 

ME-BYOリビングラボの実証事業について 



『神奈川 ME-BYO リビングラボ』での実証事業について 

■目的 

日常的に運動量が少ない人を対象に、”ウォーキングアプリ”を活用して歩くことにより、その健康行動に 
変化を与えることの有効性（運動に対する興味関心や継続性向上への影響度合い）を測り、健康 
無関心層に対する健康増進施策としてのアプリの可能性や、効率的かつ効果的なプログラム構築のため
の評価研究を行う。 

■概要 

伊勢原市内の幼稚園の園児の保護者を対象に、アプリを活用して約１か月間継続して歩き、運
動量を増やす取組みを実践していただきます。この間、スマートフォン等による歩数の計測や、アン
ケートによる行動変容ステージ（※１）の把握、行動変容に伴う自己効力感（※２）の測定な
どを行います。 
アプリによる介入によって、個人が継続的に運動を行えるよう心理に働き掛け、行動変容を促すた
めの方法論の確立を目指します。 
 

行動変容ステージモデル

無関心期 関心期 維持期実行期準備期

6ヶ月以内に行動を

変えようと思っていない

行動を変えて

1ヶ月未満である

1ヶ月以内に行動を

変えようと思っている

6ヶ月以内に行動を

変えようと思っている

行動を変えて

6ヶ月以上である

＊注）厚生労働省生活習慣病予防のための健康情報サイトより

（※1）行動変容ステージとは、人が行動を変える場合に通る、「無関心期」→「関心期」→「準備期」→「実行期」→「維持期」の５つのステージのこと 
（※2）自己効力感とは、ある行動をうまく行うための自分の能力に対する自信のこと 12 
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■実証事業内容 

（１）参加者（対象、人数） 
  伊勢原市内の幼稚園の園児の母親で、運動量の少ない年齢30歳以上45歳以下の健常な人、30名。 
 
（２）主な内容 
ア 参加者に、１か月間継続して歩くことによる運動を実践していただき、歩く歩数（時間）をスマートフォン 
   及び歩数計により測定 
   （ア） １週目：アプリ不使用期間、普段と変わらない生活・歩数を測定 
   （イ） ２週目から３週目：アプリ使用期間・準備期間、歩く量を増やしていく 
   （ウ） ４週目から５週目：アプリ使用期間、目標設定した歩く量を継続して歩く 
イ  「健康行動の変容に関するアンケート」（研究開始時、中間時、研究終了時、１か月後） 
ウ  「健康行動の自己効力感に関するアンケート」（研究開始時、中間時、研究終了時、１か月後） 
エ  「ウィークリーアンケート」（毎週（研究開始時、研究終了時を含む）、１か月後） 
   ＊健康行動の変容に伴って起こることが想定されるポジティブ及びネガティブな考え方や行動（意識の変化）を捕捉 

オ  「体構成検査、体力測定」（研究開始時、研究終了時） 
カ  「参加者への結果報告」（１か月後） 
 

『神奈川 ME-BYO リビングラボ』での実証事業について 
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実証結果 （※データ検証中） 

統計量 標準誤差

4250.2266 251.70592

下限 3730.7311

上限 4769.7221

4237.7643

3893.0000

1583896.766

1258.52960

1543.00

7329.80

5786.80

1729.08

.266 .464

.525 .902

7699.5600 723.29035

下限 6206.7621

上限 9192.3579

7417.1333

8046.0000

13078723.257

3616.45175

2954.00

18889.00

15935.00

5279.50

1.067 .464

2.303 .902

4分位範囲

歪度

尖度

アプリ使用中歩数 平均値

平均値の 95% 信頼区間

5%ﾄﾘﾑ平均

中央値

分散

標準偏差

最小値

最大値

範囲

最小値

最大値

範囲

4分位範囲

歪度

尖度

アプリ使用

平均歩数 アプリ使用前歩数 平均値

平均値の 95% 信頼区間

5%ﾄﾘﾑ平均

中央値

分散

標準偏差

参加者の平均歩数は、アプリ使用前の 4,250歩 から、アプリ使用後は 7,699歩 に増加。 

実証中のアプリ使用前後における、参加者全体の平均歩数の変化 
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x,y軸の尺度を同じにして、傾き1の直線を引いている。 

直線より上が歩数が増加した参加者で、直線より下が現
象した参加者 

実証中のアプリ使用前後における、参加者の歩数の変化 

実証結果 （※データ検証中） 

アプリ使用前後での歩数増加は、参加者の 93%（30名中28名） で確認ができた。 
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アンケート結果 （※結果検証中） 

健康行動の変容に関するアンケート （一部抜粋） 

■設問：あなたの運動状況についてお伺いします。1日20分以上、週3日以上運動を行っていますか。 
      ※ここでいう運動とは、早歩き、自転車こぎ、ジョギング、水泳、エアロビックスなどを言います。 

1.いいえ、6ヶ月以内に始めようとは考えていない。  2.いいえ、しかし6ヶ月以内に始めようと考えています。 
3.いいえ、しかし1ヶ月以内に始めようと考えています。 4.はい、6ヶ月未満続けています。  
5.はい、6ヶ月以上続けています。  

ポジティブな意識変化 変化なし 

ネガティブな意識変化 

※ポジティブな意識変化とは、運動を始めようとする期間が短くなったり、 
実証期間中に何らかの運動を始めていること（いいえ→はい への変化）をいう。 

実証前後のアンケート結果の比較では、半数以上の参加者から、運動へ
の取り組み状況に関して、ポジティブな意識変化がみえた。 

■実証前後のアンケート比較から 
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健康行動の自己効力感に関するアンケート 

■設問：以下のことが生じたとして、たった今、週に3回、1回20分間の運動を行う自信がどの程度ありますか。 
      あなた自身の程度を0から5までの数値でお答えください。 

1.全く自信がない 2.やや自信がある 3.ほどほど自信がある 4.とても自信がある 5.完全に自信がある 

Q1.雨や雪、また寒い日や暑い日でも 

自信がついた 変わらない 

自信がなくなった 

Q2.多くのストレスにさらされているときでも 

自信がついた 変わらない 

自信がなくなった 

Q3.時間がないと感じているときでも 

自信がついた 変わらない 

自信がなくなった 

アンケート結果 （※結果検証中） 

■実証前後のアンケート比較 

Q4.一人で運動を行わなければならないときでも 

自信がついた 変わらない 

自信がなくなった 

Q5.一人で運動を行わなければならないときでも 

自信がついた 変わらない 

自信がなくなった 

Q6.一人で運動を行わなければならないときでも 

自信がついた 変わらない 

自信がなくなった 
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■実証事業の結果から 
 
本実証事業の結果の集計から、ウォーキングアプリが利用者の健康行動や意識にポジティブな
変容をもたらす可能性があることが推測される。 
 
今回の参加者が、30代から40代の主婦層ということで、普段健康行動への取り組みが不足し
がちな層への新たなアプローチ方法としても、ウォーキングアプリの有用性は実証できる可能性が
ある。 
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本実証における結果等については、収集データやアンケート結果の検証後、
改めて公表させていただきます。 
 
ご清聴いただきましてありがとうございました。 


