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政府は、これまで過去35年間にわたり、成人 

における週1回以上のスポーツ実施率（1）（以下、
「実施率」という）を調査してきた。平成24年度
までは実施率は概ね上昇傾向にあったが、ここ
数年はその伸びが止まっている（図表1）。さら
に、「世論調査」をもとに、性年代別に実施率
を見てみると、次のような傾向がうかがえる
（図表2）。
・男性の実施率は、20代から50代にかけて
は、概ね低下傾向にあり、60代になって
から急激に高まる

・女性の実施率は、20代から40代にかけて
は、男性よりも低水準で横ばいであるが、
50代から急激に高まる

こうしたことから、これまでの実施率の伸び
は、高齢化という人口構成の変化によってもた
らされてきた一面もあると推察されるため、年

	はじめに
代ごとの実施率の違いに着目することが重要で
ある。スポーツ庁でも、20代から40代の実施
率が他の年代に比べて低い状態にあることに問
題意識を持っており、「平成28年度スポーツ政
策調査研究事業（働く世代のスポーツを通じた
健康増進に関する調査）」（受託事業者：みずほ
情報総研）では、「働く世代」でも気軽にスポー
ツに取り組める環境整備の検討を進めてきた。
本稿の第1章では、当該事業を受託した実績を
踏まえ、世論調査をもとに、全年代について
人々が実施している運動・スポーツの特性や運
動・スポーツ実施の阻害要因を性年代別に考察
し、その特徴を示す。
また、これまで政府は、スポーツを「する」

「みる」「ささえる」の3つの視点から、スポー
ツ参画人口の拡大を目指す施策を実施してきた
が、ここ数年、世の中では、新しくスポーツを
「つくる」という「スポーツクリエイション」の
取組みが生まれている。この「スポーツクリエ

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催も近づき、日本におけるスポーツへ
の関心は高まっている。その一方で、平成29年2月に公表された「平成28年度スポーツの実施
状況等に関する世論調査」（以下、「世論調査」という）によると、運動・スポーツを週1回以上
行う成人は42.5％に留まっており、スポーツ庁は「第2期スポーツ基本計画」（平成29年3月）の
中で、この値を今後5年間で65%程度まで引き上げることを目標に掲げた。本稿では、公表さ
れているスポーツ庁の「世論調査」の結果を詳細に分析することで、運動・スポーツを実施しな
い要因や背景を探るとともに、その解決アプローチの1つとして注目されている「新しくスポー
ツをつくる“スポーツクリエイション”」の取組みについて、先進事例を紹介しながら、そのメリッ
トや課題、今後の展開可能性について考察する。
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イション」は、自分たちでスポーツを「つくる」
ことにより、自分たちが関心のある趣味や領域
も交えながら、自身の求める楽しみ方にあった
形でスポーツに関われる。そのため、従来のス
ポーツにネガティブなイメージを持っていた
り、無関心であったりする人にも、スポーツを
始めるきっかけを与えてくれることが期待され
る。こうした動きは、実施率の向上にも寄与し

うることから、スポーツ庁でも、平成29年度
より、「スポーツ人口拡大のための官民連携プ
ロジェクト」の一環として、「伝統的な競技種
目以外にも『スポーツ』の概念を広げるととも
に、『スポーツ』に対する心理的ハードルを下
げる観点から、官民連携による個人の行動変容
を促す新たなスポーツのスタイル等の開発を推
進」するために、「スポーツ人口拡大に向けた

（資料）スポーツ庁ホームページ「成人の週1回以上のスポーツ実施率の推移及び障害者（成人）が過去1年間にスポーツ・レ
クリエーションを行った日数」

図表1　週1回以上のスポーツ実施率の推移

（資料）「平成28年度スポーツの実施状況等に関する世論調査」より筆者作成

図表2　性年代別 週1回以上のスポーツ実施率
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官民連携プロジェクト・新たなスポーツの開発」
事業（受託事業者：みずほ情報総研）を開始した。
第2章では、当該事業に関わってきた経験を踏
まえ、スポーツクリエイションの動向について
まとめる。
最後の第3章では、実際にスポーツクリエイ
ションに自ら参画した経験も踏まえながら、ス
ポーツクリエイションのメリットや課題、今後
の可能性について考察する。

公開されている世論調査の集計結果を性年代
別に考察することで、現在、人々が実施してい

	 1. 運動・スポーツを実施しない要因や背景

る運動・スポーツの特性を確認し、運動・スポー
ツ実施の阻害要因について検討する。

（1）実施された運動・スポーツの特性
「この1年間で実施した運動・スポーツの種
目」について、男女で比べると、1位はいずれ
も「ウォーキング」（男性39.4％、女性38.1％）
である。2位以下では、男性では、「トレーニ
ング」（15.9％）、「ランニング・マラソン・駅
伝」（15.1％）、「体操」（11.9%）、「ゴルフ（コー
スでのラウンド）」（10.6％）となっており、女
性では、「体操」（18.2％）、「エアロビクス・ヨ
ガ」（12.9％）、「トレーニング」（12.0％）、「自

（注）�全体での実施割合が高かった運動・スポーツの上位20種目と「運動やスポーツは実施しなかった」の割合を男女別で
グラフ化。

（資料）図表2に同じ

図表3　この1年間で実施した運動・スポーツの種目
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転車・サイクリング」（7.3％）となっている。「ラ
ンニング・ジョギング・駅伝」や「ゴルフ」は、
女性よりも男性で実施率が高く、「エアロビク
ス・ヨガ」や「ダンス」などは、女性の方が男
性よりも実施率が高い。
「実施したスポーツ」の上位に挙がるものは、
一人でできる種目が多いことも大きな特徴であ
る。スポーツを行うために、相手が必要であっ
たり、チームを作る必要があったりする種目
は、年齢が若いほど実施率が高い。特に、野球
やサッカー、バスケットボールのような大人数
のチームで競う種目では、10代まではある程
度の実施率があるものの、年齢が高くなると実
施率が下がる傾向が見られる。相手が必要とな
る種目やチームによる種目では、一緒に実施す
る相手や仲間と時間を合わせたり、場所を確保
したりする必要があるなど、一人でできる種目
よりも、運動・スポーツに取り組むためのハー
ドルが高いことも、こうした特徴の背景にある
と考えられる。
さらに注目すべきは、「運動・スポーツはし

なかった」とする回答が32.5%あり、全体の約
3分の1の国民が運動・スポーツを「全く」やっ

ていないという点である。

（2）今後始めてみたい運動・スポーツの種目
「今後始めてみたい運動・スポーツ」の種目（2）

について、全体としては、上位から順に、「エ
アロビクス・ヨガ」（10.4%）、「ウォーキン
グ」（9.3%）、「トレーニング」（8.6%）、「水泳」
（7.0%）、「体操」（4.9%）となっている。女性で
は「エアロビクス・ヨガ」を始めたいとする割
合が高く、特に若年層でその傾向が強く、20代 

から40代では2割を超えている。
一方、図表4は、今後始めてみたい運動・ス
ポーツが「特にない」と回答した人の割合を性
年代別に確認したものである。男性の方が、今
後始めてみたい運動・スポーツが「特にない」
人の割合が高く、女性との差は年齢が若い方
が大きい。男性は70代から、女性は60代から、
今後始めてみたい運動・スポーツが「特にない」
とする割合が上昇する。
さらに、運動・スポーツを週1回以上行って
いる人（平成28年度：42.5％）以外の人、つまり、
過去1年間に「全く運動・スポーツを実施して
いない」または「実施していても週1回未満」の

（資料）図表2に同じ

図表4　今後始めてみたい運動・スポーツが「特にない」人の割合
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人（合計で全体の57.5％）については、その半
数以上（51.1％）が、今後始めてみたい運動・
スポーツが「特にない」と回答している。成人
全体から見ると、約3割の人が、週1回以上の
運動・スポーツを行っておらず、今後始めてみ
たい運動・スポーツの種目もないということが
うかがえる。

（3）運動・スポーツ実施の阻害要因
世論調査では、運動・スポーツ実施の阻害要

因を探るため、「1年前と比べて運動・スポーツ
を実施する頻度が減ったまたはこれ以上増やせ
ない（増やさない）理由は何ですか［複数回答
可］」という設問を設けている。全体としては、
「仕事や家事が忙しいから」が32.8%で最も割
合が高く、次いで「面倒くさいから」（24.0%）、
「特に理由はない」（22.2%）、「年をとったから」
（15.9%）、「お金に余裕がないから」（14.2%）、

「運動・スポーツが嫌いだから」（10.0％）となっ
ている（図表6）。「1年前と比べて運動・スポー
ツを実施する頻度が減ったまたはこれ以上増や
せない（増やさない）」理由について、その特性
から5つのカテゴリに分類したうえで、性年代
別の特徴を整理すると、以下の特徴が見えてく
る（図表5、図表7）。
さらに、世論調査では、「運動・スポーツが
嫌い」と回答した人にはその事由を聞いてい
る。その上位5位は、「苦手だから」（68.8％）、
「疲れるから」（60.1％）、「時間を取られるから」
（31.0％）、「お金がかかるから」（19.2％）、「人
に見られたくないから」（14.6％）となってお
り、苦手意識がスポーツ嫌いの要因として確認
できる。特に、女性は「苦手だから」の回答割
合が73.7％となっており、男性（57.1％）より
も高い（図表8）。

（資料）筆者作成

図表5　スポーツ実施の阻害要因に関する性年代別の特徴
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（資料）図表2に同じ

図表6　性別　運動・スポーツ実施の阻害要因

（資料）図表2に同じ

図表7　性年代別のスポーツ実施の阻害要因

（資料）図表2に同じ

図表8　性別　運動・スポーツが嫌いな理由（上位5位）
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スポーツの語源は、ラテン語の「deportare」
（デポルターレ：日々の生活から離れること）で
あると言われており、「気晴らしをする」、「休
養する」、「楽しむ」、「遊ぶ」といった意味合い
を持つ。しかし、前章で見た世論調査からは、
次のような現状が浮かび上がる。人々のライフ
スタイルが変化し多様化してきている近年、既
存のスポーツ種目だけでは、人々が本来もって
いるスポーツに対する潜在ニーズの受け皿とし
ては十分ではないと考えられる。
・週1回以上、運動・スポーツを行う成人は
少ない（約42.5％）
※全体の約3分の1は、運動・スポーツを「全
く」やっていない

・実施したスポーツの上位に挙がるものは、
一人でできる種目が多い

・約3割が、週1回以上の運動・スポーツを
行っておらず、今後始めてみたい運動・ス
ポーツの種目もない

・運動・スポーツをする頻度を増やせない理
由のトップは「仕事や家事が忙しいから」
（全体32.8%）

	 2. スポーツクリエイションの動向
・運動・スポーツが嫌いな理由のトップは 

「苦手だから」（男性57.1％、女性で73.7％）
・女性と比べて男性は、運動・スポーツをしな
いことに対して明確な理由を持っていない
こうした状況を受けて、スポーツ庁でも、平
成29年度より、「スポーツ人口拡大のための官
民連携プロジェクト」の一環として、「伝統的な
競技種目以外にも『スポーツ』の概念を広げる
とともに、『スポーツ』に対する心理的ハード
ルを下げる観点から、官民連携による個人の行
動変容を促す新たなスポーツのスタイル等の開
発を推進」するための施策を展開し始めている。
このような「スポーツクリエイション」の先進
的な取組みに、①運動会協会による「未来の運
動会プロジェクト」、②超人スポーツ協会によ
る「超人スポーツ」、③世界ゆるスポーツ協会
による「ゆるスポーツ」がある。最近ではテレ
ビや雑誌、インターネット等のメディアにも取
り上げられるようになってきた。以下では、こ
れら3事例の概要と特徴について紹介したい。

（1）未来の運動会プロジェクト
「未来の運動会」は、未来のスポーツを自分
たちでつくってプレイする運動会形式のイベン

（資料）撮影：田邊るみ�写真提供：山口情報芸術センター［YCAM］

図表9　2015年に開催した「未来の山口の運動会」の様子
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トである。運動会の前日などに開催される「ス
ポーツハッカソン（3）」を通じて、参加者が自ら
新しく競技種目をつくるところに特徴がある。
「スポーツハッカソン」では、参加者が自らさ
まざまな道具を持ち寄ったり、少し目新しいテ
クノロジー（スマートフォンを用いたツール等）
を活用したりするなど、身近にあるテクノロ
ジー（通称「あるテク」）を用いながらゲームを
デザインする。自分たちで未来志向の運動会を
つくることにより、いままで運動そのものに関
心がなかった人たちにも興味を持たせること
ができる。
「未来の運動会プロジェクト」は、山口情報
芸術センター（YCAM）が一般社団法人運動会
協会と連携し、2015年に山口市で「未来の山口
の運動会」を開催したことがきっかけとなり、
2017年度には、山口市だけでなく、京都市や
大阪市でも開催されている。地域の有志が中心
となって、地元企業や大学等への協力・協賛、
運動会への参加を促す形で実現しており、各地
域コミュニティが主体となって未来の運動会が
開催されていることも、重要なポイントであ

る。今後は、東京やその他の地域での開催も検
討され広がりを見せている。

（2）超人スポーツ
「超人スポーツ」とは、ロボットや ITなどの
テクノロジーをスポーツの世界にも活用して、
身体や感覚の拡張など人間拡張工学にもとづ
き、誰しもが「超人化」することで、性別や年齢、
身体差、障がいを乗り越え競い合う「人機一
体」をコンセプトとしたスポーツである。超人
スポーツ協会が開催するハッカソンイベントか
らは、電気モーターやスプリングによるシュー
ズなどのテクノロジーを組み合わせた「超人ス
ポーツ」が数多く生み出されている。スポーツ
とテクノロジーを融合することで、スポーツを
つくるエンジニアやクリエイターがスポーツに
参画するようになるほか、「スポーツ×テクノ
ロジー」を用いて興味や関心を持たせることに
より、これまでにない新しいスポーツのスタイ
ルを提案している。
超人スポーツ協会では、人間拡張技術や共創
社会などの専門・学際領域に関する学術会員か

（資料）撮影：山中慎太郎（Qsyum!）�写真提供：山口情報芸術センター［YCAM］

図表10　「第2回 未来の山口の運動会」の様子
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らなる「超人スポーツアカデミー」を有し、学
術的なバックボーンが整っているところも特徴
である。また、民間企業や地方自治体と連携
し、スポーツハッカソンのイベントも展開して
いる。例えば、横浜ベイスターズと連携した「超
☆野球プロジェクト」では、「野球×超人スポー
ツ」をテーマとしたハッカソンを行い、実際に
横浜スタジアム内野外周エリアで体験イベント
を開催しているほか、岩手県との連携では、「岩
手発・超人スポーツプロジェクト」として、地

域に根ざしたスポーツハッカソンや体験会を開
催している。
超人スポーツ協会が開発された超人スポーツ
の認定を行い、スポーツ開発者は認定された超
人スポーツの普及や事業化を担うことができ
る。超人スポーツとして認定された事例とし
て、ヘッドマウントディスプレイとアームセン
サーを身に着けて行うARスポーツ「HADO」
がある。「HADO」は株式会社meleapが運営
し、日本（6拠点）をはじめ、シンガポール、ア

（資料）写真提供：超人スポーツ協会

図表11　超人スポーツ「バブルジャンパー」

（資料）写真提供：株式会社meleap

図表12　超人スポーツ「HADO」
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メリカ、ベトナム、スペイン、韓国において、
「HADO」を体験できる常設施設を展開してい
る（2018年1月時点）。

（3）ゆるスポーツ
「ゆるスポーツ」とは、「スポーツ弱者を、世
界からなくす」ことをコンセプトに、運動が苦
手な方や高齢者・障がい者も含め誰しもが「ゆ
るっと」楽しむことができるスポーツの総称で
ある。ゆるスポーツでは、競技者に共通の障害
（「ポップな障害」と呼んでいる）を課すことで、
スポーツが苦手な人でも、障がいのある人でも
同じ条件でフラットに参加して楽しめる工夫を
凝らしている。これにより、身体要因や苦手意
識などの運動・スポーツの阻害要因を解消しよ
うとしている。
それぞれの「ゆるスポーツ」種目には、親し

みやすく面白いネーミングやデザイン、ロゴを
採用したり、オフィシャルゆるソングと呼ばれ
る楽曲を作成したりするなど、スポーツに無関
心な人でも参加しやすいように、コンテンツ全
体が設計されている点も大きな特徴である。ま
た、従来の競技スポーツと異なり、スポーツの
勝敗以外にも楽しみ方を用意し、「勝ったら嬉

しい。負けても楽しい。」と思えることに重点を
置いているため、スポーツの得手不得手に関わ
らず参加した人たちの満足度が高い。最近では、
テレビや雑誌等で特集され認知度も高まってお
り、民間企業や地域との連携も進んでいる。

本稿では、世論調査の結果から、性年代別に、
現在、人々が実施している運動・スポーツの特
性や運動・スポーツ実施の阻害要因について考
察した。そして、「既存のスポーツ種目だけで
は、スポーツに対する潜在的なニーズの受け皿
として不十分なのではないか」という課題認識
のもとに、その解決アプローチの1つとして、
「スポーツクリエイション」の動向を紹介した。
本章では、実際に「超人スポーツ」や「未来の
運動会」のスポーツハッカソンに参加したり、
スポーツ庁の各種委託事業を進めてきた経験も
踏まえて、スポーツクリエイションのメリット
や課題、今後の可能性を考察したい。

	 3. スポーツクリエイションの展望

（資料）世界ゆるスポーツ協会ホームページより

図表13　世界ゆるスポーツ協会ホームページ
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（1）メリット
①性別・年齢・障がいの違いを超えて楽しめ
る〈SPORTS for ALL〉
紹介したスポーツクリエイションの3つの事

例は共通して、性別や年齢、障がいといった違
いを超えて、誰もがスポーツを楽しめることを
目指している。超人スポーツは先端技術を用い
たハッカソンやモノづくりによって、未来の運
動会では「あるテク」（身近にあるテクノロジー）
を用いながらゲームデザインするハッカソンに
よって、ゆるスポーツでは「ポップな障害」を
課し“ゆるく”楽しめるスポーツデザインによっ
て、これまでスポーツと距離をおいていた人々
にも、スポーツをする楽しさの経験をつくり出
している。
従来のスポーツとは違った魅力や、競技の得

手不得手に関わらず楽しめることから、これま
でスポーツにネガティブな印象（嫌い、苦手な
ど）を持っていたり、関心が無かったりした人
がスポーツを始めるきっかけにもつながってい
る。さらに、年齢の壁を越えて参加できること
から、「子どもに手がかかる」ことを運動・ス
ポーツ実施の阻害要因としていた子育て世代の
親も、子どもと一緒に参加することができる。
実際に、2017年11月4日に行われた「第2回 未
来の山口の運動会」の参加者の中には、小学生
以下の子どもとその親が多く含まれており、一
緒に競技を楽しんでいた。

②スポーツ以外に関心を持つ人にもアプロー
チできる〈ALL for SPORTS〉
スポーツクリエイションでは、新たにスポー

ツを「つくる」ためのプロセスを設け、スポー
ツとは異なる領域とのコラボレーションを促す。
そのため、この「つくる」ことに関心をもつ、ク
リエイターやデザイナー、先端技術のエンジ
ニア等がスポーツに関わったり、エンターテイ

メントやポップカルチャーに関心を持つ人がス
ポーツとの融合で協働したりできることも大き
な特徴である。「スポーツ×テクノロジー」や
「スポーツ×エンターテイメント」などによって、
スポーツ以外に関心を持つ人にアプローチでき
れば、スポーツ参画の間口が広がってくる。

③地域コミュニティの活性化に役立つ〈スポー
ツ共創〉
事例に挙げた各協会ともに、地域の人と一緒
になったスポーツクリエイション活動を行っ
ている。新たなスポーツをその地域の住民と
の「共創」により生み出すことを通じて、でき
あがったスポーツだけでなく、この「共創」の
文化そのものが、その地域に定着していく。市
民が一体となってスポーツをつくり上げる「ス
ポーツ共創」がムーブメントとなり、様々な地
域に展開され地域コミュニティを活気づけてい
くことを期待したい。

（2）課題　～スポーツクリエイション人材育
成とマネタイズモデルの構築
スポーツクリエイションの動きはまだ始まっ
たばかりである。今のところ、新たにつくり出
されたスポーツは、イベント型の体験が中心
である。定常的に体験できる環境が整ってい
る「HADO」のようなスポーツは限られており、
スポーツ人口の拡大に影響を与えるまでには
至っていない。
今後、スポーツ人口拡大にインパクトをもた
らすレベルでスポーツクリエイションが普及
展開されていくためには、「スポーツクリエイ
ション人材の育成や手法のフォーマット化」と
「スポーツクリエイションの活動や生み出され
たスポーツの運営に関するマネタイズモデルの
確立」が必要である。スポーツクリエイション
人材として、テクノロジーを使いこなすエンジ
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ニアや、ゲームデザインのできるデザイナーに
加えて、スポーツハッカソンやクリエイターの
コミュニケーションをまとめるファシリテー
ターを増やしていくことや、多くの方がスポー
ツクリエイションを実施することができるよう
に手法をフォーマット化し、共有されていくこ
とも求められる。また、マネタイズの方法とし
ては、体験サービスの提供や道具の販売、地域
の観光資源化などによって民間ビジネス化した
り、地域の定例行事化したりすることで、運営
資金を安定させることが考えられる。

（3）今後の可能性　～スポーツ人口拡大、オ
リンピック・レガシーとしての発信に期待

「東京2020大会開催基本計画（2015年2月策
定）」では、「東京2020大会は、単に2020年に
東京で行われるスポーツの大会としてだけでな
く、2020年以降も含め、日本や世界全体に対
し、スポーツ以外も含めた様々な分野でポジ
ティブなレガシーを残す大会として成功させな
ければならない」としている。本稿で見てみた
ように、スポーツクリエイションでは、スポー
ツをつくるプロセスとスポーツを実施するプロ
セスのそれぞれで、従来にない新たな「楽しさ」
を体験することができる。この楽しさにはス
ポーツ人口の裾野を拡げる大きな可能性がある
と考えている。市民が一緒につくり上げる「ス
ポーツ共創」というムーブメントは、日本から
世界へ発信できるオリンピック・レガシーの1つ
となるのではないだろうか。

注

（1） 世論調査で聞かれている「運動・スポーツ」には、
ウォーキングなどの軽度の運動も含まれている。

（2） 本質問は、現在のスポーツ実施状況にかかわらず
聞いているが、「この1年間で実施した運動・スポー
ツの種目」で回答選択した種目は、今後始めたい
スポーツとして回答できなくなっている。

（3） ハッカソン（Hackathon）とは、ハック（Hack）と

マラソン（Marathon）を掛け合わせた造語で、エ
ンジニア、デザイナーなどがチームを作り、与え
られたテーマに対し、それぞれの技術やアイデア
を持ち寄り、短期間（1日～1週間程度）に集中して
サービス、アプリケーションなどを開発し、成果
を競う開発イベントのこと。スポーツハッカソン
では、新しいスポーツの道具を作ったり、ルール・
ゲームデザインを行う。
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