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緒言（背景，現状，仮説，目的） 

研究方法（文献調査，インタビュー調査） 

研究結果 

政策提言 



緒言（背景，現状，仮説，目的） 

研究方法（文献調査，インタビュー調査） 

研究結果 

政策提言 



緒言 研究方法 結果 政策提言 

テクノロジーの進歩と無縁社会 
著しいICT化 

→インターネットショッピング利用者 
    の割合は       %（総務省，2017） 72.2 

非常に “ 便利 ” な社会　である一方… 

地域との繋がり， 
人と人との繋がりが希薄な社会 



https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1508108834/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/
RU=aHR0cDovL3d3dy5qLXNzYS5uZXQvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTYvMDcvMDhfMDEuanBn/
RS=^ADBH8qcpTI4MZb9tR80VCFepwjwRWo-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUUlQQnhNc3N
iVWhnYmdxRkJhUHVNeHk1YjFlQUMwamM5cl9pLWxiN0hKRlRjb25HREg2cFJMSGJRBHADNmF1WTZiMmk2SUNGSU
9XdHBPZUxyQS0tBHBvcwM0BHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp 

緒言 研究方法 結果 政策提言 

無縁社会の危険性 
日本は現在，超高齢社会の最先端 

無縁社会化が悪化すると… 

高齢者の孤独死の増加などが危惧される 

テクノロジーの進歩 
都市化 



緒言 研究方法 結果 政策提言 

無縁社会の危険性　　 
孤独死を身近な問題と感じる高齢者 

東京23区内における 
一人暮らしで 
65歳以上の人の 
自宅での死亡者数 

内閣府HPより http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2016/html/zenbun/s1_2_6.html 



緒言 研究方法 結果 政策提言 

無縁社会とスポーツ 

笹川スポーツ財団“スポーツが目指すべき未来”  

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1508231360/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/
RU=aHR0cDovL3d3dy5wcmVmLmthbmFnYXdhLmpwL3VwbG9hZGVkL2ltYWdlLzQ2MDU3Ny5wbmc-/
RS=^ADB.gTn1QljU3bAyWkD2YSJBnVfd54-;_ylt=A2Rivb8_d.RZdm8Ady6U3uV7 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1508231247/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/
RU=aHR0cDovL3d3dy5jaXR5LmtpeW9zZS5sZy5qcC9zMDAyLzAzMC8wMjAvMDMwLzA1MC9pbGx1c3Q0MDI1dGh1bWIuZ2lm/
RS=^ADBRt.7hyIwBbjKuPX1.iFDzeb3EfI-;_ylt=A2RCMY_PduRZGg0A1g.U3uV7 



緒言 研究方法 結果 政策提言 

スポーツにおけるテクノロジーの進歩 
家庭用VRの登場 
→家にいても迫力のある観戦が可能に  

そのスポーツの 
裾野を広げることに繋がる  

ハイレベルな試合を 

より身近に よりリアルに 
見ることが出来るということは 一方で 



緒言 研究方法 結果 政策提言 

スポーツにおけるテクノロジーの進歩 
スタジアムに足を運ぶ＝チームおよび地域への愛着度  

（二宮，2011）  

家庭用VRの普及は 
スポーツ観戦・応援を通じた 
人と人との繋がりを 
希薄にする恐れがある  
（池田，2017） 



緒言 研究方法 結果 政策提言 

スポーツを介してスタジアムに人が集まることで， 
スタジアムを中心としたコミュニティの形成が 

為されるのではないだろうか． 

スタジアムに足を運ぶ＝チームおよび地域への愛着度  

地域愛着が高い＝地域の活動に熱心 
（鈴木，2008） 



緒言 研究方法 結果 政策提言 

仮説・目的 

地域との繋がり， 
人と人との繋がりが 
希薄な社会 

スポーツを介してスタジアムを 
地域コミュニティの中心に 

人と人とが密接に 
繋がり助け合う社会 



緒言（背景，現状，仮説，目的） 

研究方法（文献調査，インタビュー調査） 

研究結果 

政策提言 



緒言 研究方法 結果 政策提言 

研究方法の決定にあたって 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1508270901/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/
RU=aHR0cHM6Ly93d3cuZ2xpdHR5LmpwL2ltYWdlcy8yMDE3LzA0LzIwMTcwNDEyX2ZyYW5jZnJhbmNfdG9wMi5qcGc-/
RS=^ADBaWIEAd667P9MuYSEPpBCyEK_ctQ-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUlo4LUxWSkRWbDQzWS01SlhHSXkzOH
puUFdWS0hvUVowczlydjVXX1ZzNWdEU3dRTDZHbTFhVUFRBHADVmxJZzQ0Szk0NE9WNDRLaDQ0TzgEcG9zAzUwBHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1508271451/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/
RU=aHR0cHM6Ly9pMi5nYW1lYml6LmpwL2ltYWdlcy9vcmlnaW5hbC8zNDYwNDc2NTE1NzZmNDg4NzE5ZDgyMDAxMS5qcGc-/
RS=^ADBI5EGER6wRf3vx7DIt5lp1.AHRJU-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjU2NoUGt0R1Fha3lWWlZRbVpfMlhod1g3VW
RlUjA2dHFVN2FKMzBsQUNlQ1M3R3NLaE9mOFIweVhhVwRwA1ZsSWc0NEs1NDRLXzQ0SzQ0NEtpNDRPZwRwb3MDMgRzZWMDc2h3BHNsaw
NyaQ-- 

スタジ
アムの

ICT化も
魅力的

に 



緒言 研究方法 結果 政策提言 

研究方法の決定にあたって 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1508114511/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/
RU=aHR0cDovL3d3dy5uaWtrZWkuY29tL2NvbnRlbnQvcGljLzIwMTYxMTA0Lzk2OTU4QTlGODg5REUyRUJFMkUxRTZFMEVBRTJFMkUzRTNFM0UwRTJFM0U0
ODc4MkUzRTJFMkUyLURTWE1aTzA5MDM1NDAwMDExMTIwMTZVUDEwMDAtUE4xLTEzLmpwZw--/
RS=^ADBN3CeJgNEVJEktKxUN_.bQ4BChr4-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUkpGQVR4amtwUHRWVUM4M3hMVTBHSzQxQlk4VHI0
Tng0eFRoTnR4MF9ZaExIckRkTW5ZWDJTaDZVRQRwAzQ0T1E0NEs1NDRLeElPT0RsLk9EcmVPQ3VPT0NwLk9Dci5PQ3QuT0RwLk9Ecy5PRG51T0RnLk9EbE
9PRHMuT0NzQS0tBHBvcwM3BHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp 

Bリーグ初の試合 

プロジェクション 
マッピング 



緒言 研究方法 結果 政策提言 

研究方法の決定にあたって 

進歩し続ける 
ICTテクノロジーを活用すれば， 
日本のスタジアムの在り方が 

革新的なものになるのではないだろうか？ 

strategy 



仮説・目的 

地域との繋がり， 
人と人との繋がりが 
希薄な社会 

スポーツを介してスタジアムを 
地域コミュニティの中心に 

人と人とが密接に 
繋がり助け合う社会 

緒言 研究方法 結果 政策提言 



緒言 研究方法 結果 政策提言 

研究方法の決定にあたって 
サンフレッチェ広島 
　　　新スタジアム建設計画　  

どんなスタジアム？ 

ICTは？ 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1508227590/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/
RU=aHR0cDovL2hpcm9zaGltYWxvdmUuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE2LzA0L3N0YWRpdW0wMi5qcGc-/
RS=^ADBeCq40yGzIWHCkzKxl4ZGHuWf.Yc-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUjlyOTNYb0hUWUtVUW1ta1luN0wxaVpaMTVGV3ZneE9lcWNxX3BndjBmdmd5dk
REOWhVanVGa1EEcAM0NEsxNDRPejQ0T1Y0NE9zNDRPRDQ0T0I0NEtuNWJxRDViTzIEcG9zAzQEc2VjA3NodwRzbGsDcmk- 



緒言 研究方法 結果 政策提言 

研究方法 

⑴スタジアムのICT化に拘わる文献の調査 
⑵サンフレッチェ広島に関する文献調査とインタビュー調査 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1508419710/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/
RU=aHR0cDovL2VibG9nZXIubmV0L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE0LzEyLyVFNSU4RiU4MiVFOCU4MCU4MyVFNiU5NiU4NyVFNyU4
QyVBRSVFOCVBQSVCRiVFNiU5RiVCQi5qcGc-/RS=^ADBb.UAJD1BOAJtqFeovejsXIrxkcc-;_ylt=A2Rivbf.VudZWSMAky6U3uV7 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1508419988/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/
RU=aHR0cDovL21lZGlhLmdldHR5aW1hZ2VzLmNvbS92ZWN0b3JzL2J1c2luZXNzcGVvcGxl
LWpvYi1pbnRlcnZpZXctdmVjdG9yLWlkNDc5MzM2OTA1P3M9NjEyeDYxMg--/
RS=^ADBZk47UwNYYof_C6v1Guba3v95Fmo-;_ylt=A2RCKwwTWOdZFxMAlhCU3uV7 



緒言 研究方法 結果 政策提言 

スタジアムのICT化に拘わる文献調査 

調査方法：文献調査 
調査対象：参考文献を参照 
調査時期：2017年8月下旬 
調査内容： 
国内外のスタジアムが行っている取り組みやスタジアム
の地域の中での課題  



緒言 研究方法 結果 政策提言 

サンフレッチェ広島に関する調査 
調査方法　文献による調査・インタビュー調査 
 

文献調査 
三浦浩之. (2015). 広島には“都市計画”ではなく“都市戦略”を　─サッカース
タジアム建設候補地選定を巡る議論より─. 人間環境学研究, 13, 71-94. 
 

インタビュー調査：サンフレッチェ広島職員 
 

調査時期　 
文献調査：2017年9月2～4日・聞き取り調査：2017年9月5日 
 

調査内容 
サンフレッチェ広島の新たなスタジアム計画に関する展望 



緒言（背景，現状，仮説，目的） 

研究方法（文献調査，インタビュー調査） 

研究結果 

政策提言 



緒言 研究方法 結果 政策提言 

安倍晋三総理大臣 
at 未来投資会議 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1508422425/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/
RU=aHR0cHM6Ly9meC13b3Jrcy5qcC9jbXNfaW1nLy53eXNpd3lnLGltYWdlLi83MDUxOTMvaW1hZ2Uv
/RS=^ADBWwh583.ImlG31Xj2hrdAvx6xPYE-;_ylt=A2RivbaZYedZBCQABRKU3uV7 

スタジアムを 
地域の交流拠点に 
生まれ変わらせていく。 

2025年までに 
20カ所整備する。 

2017.3.24 



緒言 研究方法 結果 政策提言 

安倍晋三総理大臣 
at 未来投資会議 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1508422425/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/
RU=aHR0cHM6Ly9meC13b3Jrcy5qcC9jbXNfaW1nLy53eXNpd3lnLGltYWdlLi83MDUxOTMvaW1hZ2Uv
/RS=^ADBWwh583.ImlG31Xj2hrdAvx6xPYE-;_ylt=A2RivbaZYedZBCQABRKU3uV7 

ＩＴ化や 
商業・医療施設の併設 

などを推進 

人やモノが集まる 
商業・観光拠点へと改革 

税優遇や 
官民ファンドを 
通じた資金供給 

2017.3.24 



緒言 研究方法 結果 政策提言 

事業として 
導入が進められていて， 
これから特に 
オリンピックまでの期間の 
スタジアム整備において発展していく． 

ICTを活用したスタジアム運営は… 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1508270901/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/
RU=aHR0cHM6Ly93d3cuZ2xpdHR5LmpwL2ltYWdlcy8yMDE3LzA0LzIwMTcwNDEyX2ZyYW5jZnJhbmNfdG9wMi5qcGc-/
RS=^ADBaWIEAd667P9MuYSEPpBCyEK_ctQ-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUlo4LUxWSkRWbDQ
zWS01SlhHSXkzOHpuUFdWS0hvUVowczlydjVXX1ZzNWdEU3dRTDZHbTFhVUFRBHADVmxJZzQ0Szk0NE9WNDRLaDQ0Tzg
EcG9zAzUwBHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp 



緒言 研究方法 結果 政策提言 

コスト問題 
スタジアム建設 

新国立競技場 

大成建設・梓設計・隈研吾建築都市設計事務所JV作成／JSC提供 

総工費：１４８９億９９９２万円 

スカイツリー×6.3本 
六本木ヒルズ 

当初は 
2520億 

その他スタジアム 
80億～700億円 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1508425772/
RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/
RU=aHR0cHM6Ly9ycHIuYy55aW1nLmpwL2ltX3NpZ2dtVURTSmpr
THNmb0ZQMkZ2ZUw0WGVnLS0teDQ1MC1uMS9hbWQvMjAxNTA
3MTAtMDAwNDczOTYtcm91cGVpcm8tMDA2LTUtdmlldy5qcGc-/
RS=^ADBhq4PDXTQuk4ICZMQGUPEXrU6_J8-;_ylc=X3IDMgRmc3
QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjU0t3OVJ6Q3VYdUo2MU5Ya
EhGbnVPUXJFSXNaczd4N0sxRFV0al9kbHNIalNtTXdleTVMRklMY
UV6VQRwAzQ0SzU0NEtfNDRLNDQ0S2k0NE9nNkxLNwRwb3MD
NARzZWMDc2h3BHNsawNyaQ-- 



緒言 研究方法 結果 政策提言 

経済効果・経済波及効果 
ネブラスカ大学メモリアルスタジアム  

新しいファン観戦体験， 
複数のスポーツでの 
観戦者の増加を目的に 

最新の高密度Wi-Fi， 
IP-TV技術， 
モバイルビデオ技術 

様々な場所・タイミングで 
ファンとコミュニケーションを 
取ることが出来る 

充実したコンテンツサービス 

収益機会の創出を実現した 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1508461567/
RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/
RU=aHR0cHM6Ly9jZG51cGxvYWRzLm11dmkuY29tLzIwMT
YvMDcvaXB0di0xLmpwZw--/
RS=^ADB44BcFRipHurIJDt8oXHdDv7Sprk-;_ylt=A2RCL5Z..u
dZ_iQANRWU3uV7 



緒言 研究方法 結果 政策提言 

経済効果・経済波及効果 
カンザス・シティー・スポーツ・パーク  

Connected Stadium Wi-Fi導入  

様々な新たなサービス  
マルチアングルリプレイ， 
モバイル・オーダーなど  

チケット・セールスだけなく， 
飲食・物販の売上の増加に成功  

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1508462098/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/
RU=aHR0cHM6Ly91cGxvYWQud2lraW1lZGlhLm9yZy93aWtpcGVkaWEvY29tbW9ucy90aHVtYi8yLzJkL0tDTU9Ta3lsaW5lLmpwZy8
yNTBweC1LQ01PU2t5bGluZS5qcGc-/
RS=^ADBsoIa1BNHNyqu2qOXJVSmkykww4w-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVE4tclhtZW9fMEZVTDFV
elhNOGtBbkdkNzNQcWZVbHZ6N1RpdjR1Z1NUSThhcklGVmJFUndQV0EEcAM0NEtyNDRPejQ0SzI0NEs1NDRLMzQ0T0c0NEtqN
DRPNzQ0SzU0NE9kNDRPODQ0T0U0NE83NDRPUjQ0Tzg0NEt2BHBvcwMxBHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp 



緒言 研究方法 結果 政策提言 

経済効果・経済波及効果 
経済産業省（2016）によると 

スタジアム・アリーナを中心とした街づくりの市場規模 

5.5兆円 １５兆円 
2025年 

1.1兆円 

IoT 
（Internet of Things） 

の活用 https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1508462393/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/
RB=/
RU=aHR0cDovL2tpbi1rYWl0b3JpLnRvcC9pbWcvMjAxNnkxMW0xM2RfMDIxNDExNTA5L
mpwZw--/
RS=^ADBeApwPIgAJykjbENMfpSWhTHzkdQ-;_ylt=A2RimFO5_edZgGUAEgaU3uV7 



緒言 研究方法 結果 政策提言 

サンフレッチェ広島 スタジアム 

新たな広島
のシンボル 

広域的な 
集客性  

地域活性 

魅力向上 

にぎわい
創出 

利用可能性 
・アクセスの良さ 

論点：建設地 

魅力の創出 

・現地での快適さ 



緒言 研究方法 結果 政策提言 

利便性 魅力 

商業施設で導入 
されているICT化 

見るスポーツの質 
新たな“見る”の経験 

コミュニティの中心になるには 
スタジアムが 



緒言 研究方法 結果 政策提言 

現地での快適さ 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1508113903/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/
RU=aHR0cHM6Ly8yN3MyeW0ycm92bmYybHNtZHgxOGZtbDEtd3BlbmdpbmUubmV0ZG5hLXNzbC5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTYvMDEv
RGlzbmV5LU1hZ2ljQmFuZHMtUGFyay1UaWNrZXQuanBn/
RS=^ADBAfZrMdSZ7mtMTouO2GJBjQkpHsA-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjU1VLM2lsa0t6Wm52aVdLODVpSmg2SmJRbDhk
TG9oaEpFX1hPWDd4RzlsRWFQODllWVNOMTJWY3NGcARwA2JXRm5hV01nWW1GdVpDQmthWE51WlhrLQRwb3MDMQRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ-- 

Magic Band 
ディズニーワールドで 
採用されている 
ウェアラブル端末． 
 

・パークチケット 
・ホテルのルームキー 
・ファストパス 
・フォトパス 
・カード決済 

 

の役割を果たす． 



緒言 研究方法 結果 政策提言 

利便性と魅力度の向上のために 

ICT化が有効である 

以上より， 



緒言（背景，現状，仮説，目的） 

研究方法（文献調査，インタビュー調査） 

研究結果 

政策提言 



目的 

地域との繋がり， 
人と人との繋がりが 

希薄な社会 

スポーツを介してスタジアムを 
地域コミュニティの中心に 

人と人とが密接に 
繋がり助け合う社会 

緒言 研究方法 結果 政策提言 

ICTを導入し 
利便性と魅力度を高め， 
快適で有意義な新しい 

スタジアムライフを提供する  



緒言 研究方法 結果 政策提言 

老若男女が集うスタジアムを形成し， 
地域の活性化を担うためのICT導入に関する提案  

提案 

・観戦を充実させるための政策  
・有意義さを伝えるための政策  



緒言 研究方法 結果 政策提言 

観戦を充実させるための政策  

・スタジアムでのサービスの利用が便利になるアプリ  

・タブレット無料貸し出し 
→スマートフォンを持たない人のため 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1508421242/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/
RU=aHR0cHM6Ly9ibG9nLmVzcmlqLmNvbS9hcmNnaXNibG9nL210LWltZy9hcmNnaXNibG9nL2ltYWdlcy8yMDEzLzA1LzI
zLzFfNC5qcGc-/RS=^ADBRZPLqR8sDqPgxwHnlKTNw0quQbs-;_ylt=A2RCD035XOdZDnIA9QmU3uV7 



緒言 研究方法 結果 政策提言 

アプリの機能 
・入場券 
・会計の簡易化 
・デリバリーサービス 
・リプレイ機能 
・VR眼鏡との連携 

（１）入場券 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1508113903/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/
RU=aHR0cHM6Ly8yN3MyeW0ycm92bmYybHNtZHgxOGZtbDEtd3BlbmdpbmUubmV0ZG5hLXNzbC5jb20vd3AtY29udGVudC91c
GxvYWRzLzIwMTYvMDEvRGlzbmV5LU1hZ2ljQmFuZHMtUGFyay1UaWNrZXQuanBn/
RS=^ADBAfZrMdSZ7mtMTouO2GJBjQkpHsA-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjU1VLM2lsa0t6Wm52aV
dLODVpSmg2SmJRbDhkTG9oaEpFX1hPWDd4RzlsRWFQODllWVNOMTJWY3NGcARwA2JXRm5hV01nWW1GdVpDQmthWE5
1WlhrLQRwb3MDMQRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ-- 

（２）会計の簡易化 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1508360980/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/
RU=aHR0cHM6Ly9wcncua3lvZG9uZXdzLmpwL3Byd2ZpbGUvcmVsZWFzZS9NMDAwMjQ1LzIwMTIwNTEwNDI3MS9fcHJ3X1BJMWltX1JqVEkyY09
KLmpwZw--/
RS=^ADBIZWdXZYDT3wpAe3Q.YxVAnPtRDQ-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUnk1ZktjSGN1NEowY19zaUdVdU1WQ2Z
5OF9yZGdEcU1ZRDVQQVBzclB1M181N1l2MTlVSEY5SE5FBHADNDRLNTQ0T2U0NE9iSUNEamdZdmpnWmJqZ1prLQRwb3MDNgRzZWMDc2h3
BHNsawNyaQ-- 

（３）デリバリー 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1508361240/
RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/
RU=aHR0cDovL2FzY2lpLmpwL2VsZW0vMDAwLzAwM
S80MTkvMTQxOTM4Ny9DMDFfUl94NDgwLmpwZw--/
RS=^ADBl2Uqdj9vQAmuDf1ejIxFd.av78I-;_ylc=X3IDMg
Rmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUTR1ZmJD
Z29BRW1vV2hWYmdVNTRWamY4X1FIa2JYSkd0R19Y
NmpZMVdDaERIOGJ6NXpJMWpxNnM0BHADNUwyTjU
3MnU1b09GNWFDeDQ0Q0E0NE9INDRPcTQ0T1E0NE
9xNDRPOARwb3MDMTgEc2VjA3NodwRzbGsDcmk- 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1508361240/
RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/
RU=aHR0cHM6Ly9yci5pbWcubmF2ZXIuanAvbWlnP3NyYz1odHRwJTNBJTJ
GJTJGYXBpMDEuYW1hbmFpbWFnZXMuY29tJTJGdjElMkZpbWFnZURvd25
sb2FkLmFzcHglM0Z0eXBlJTNEbGluZWFwaSUyNnBhc3Njb2RlJTNEMWQ0
MjUwYjFjMTIzMDQzMDA1NTFkNzhkMjQ1ZmE4OGQlMjZpbWFnZWlkJTNE
MjgxNzQwMTAzNzkmdHdpZHRoPTEwMDAmdGhlaWdodD0wJnFsdD04MCZ
yZXNfZm9ybWF0PWpwZyZvcD1y/
RS=^ADBS7q6o_BVvoU6SCHGLqdC6wz_7vo-;_ylt=A2Rivc6XcuZZyncAbTO
U3uV7 

（４）リプレイ 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1508361987/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/
RU=aHR0cDovL3d3dy5hc2FoaWNvbS5qcC9hcnRpY2xlcy9pbWFnZXMvQVMyMDE3MDIwODAwMzU5OV9jb21t
TC5qcGc-/
RS=^ADBtOE7fkOROEQf3B2iOoxqV5MKurk-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUzc0NF
hsXzhRVjgtS1NlenZtUnZaTWU3QU5uVzdwUEtvVkpaWEVUWlRDSmZ6TTI2bmRKclI3UTNnBHADNDRLNTQ0T
2U0NE9iSU9pbXMuYUlwZy0tBHBvcwMyBHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp 

（５）VR眼鏡との連携 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1508362214/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/
RU=aHR0cDovL3d3dy5uaWtrZWkuY29tL2NvbnRlbnQvcGljLzIwMTYwNTAxLzk2OTU4QTlGODg5REUyRTJFM0UyRTRFMkU1RTJ
FMEU0RTJFNkUwRTJFM0U0OUM4OEUwODJFMkUyLURTWE1aTzAwMTA2MTYwMjYwNDIwMTZOWjJQMDEtUEIxLTE3LmpwZ
w--/RS=^ADBa4F27aE23Sv34ch3tgkzY51d3us-;_ylt=A2Riva5mduZZO10AqjiU3uV7 



緒言 研究方法 結果 政策提言 

有意義さを伝えるための政策  
年代に合った広報活動 

高齢者 
TV 
新聞 
広報誌等 

マスメディア 

若年者 

YouTuber Instagramer 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/
RV=1/RE=1508386755/
RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/
RB=/
RU=aHR0cHM6Ly9mYm5ld3Nyb2
9tamEuZmlsZXMud29yZHByZXNz
LmNvbS8yMDE2LzEyL2lnanBfc2F
2ZS5qcGc_dz00NTQmaD00MDA-
/
RS=^ADBgLcQr6.1.1lUiDUd0UX1
QoZ7CYs-;_ylc=X3IDMgRmc3QD
MARpZHgDMARvaWQDQU5kOU
djVHVMWXFmOTBPWXNvTjVOb
XV1ejJBRHNjdnliNTFXeU9FUGR
SRnA3WlhwY0NwTlNiaW5PUXkx
Ti1FUQRwAzQ0S2s0NE96NDRL
NTQ0S180NEt3NDRPcDQ0T2cEc
G9zAzk4BHNlYwNzaHcEc2xrA3J
p 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1508386851/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/
RU=aHR0cHM6Ly9pMC53cC5jb20vc29saWZlLWEuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE
1LzEyL1lvdVR1YmUxLWUxNDQ5NTcxNTEzMTYzLmpwZw--/
RS=^ADBmWn4rOIB8F401xrzvq9tNvVaU94-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5
kOUdjUy1pbEMwdWpPZWJyRFV4MFF3QUxVaER3djQ5cTRDY2o0MFppYUt1WG5xcWVDUXBh
aHRiMkE2ZzNWNARwA1dXOTFWSFZpWlhJLQRwb3MDMgRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ-- 

インターネット 信憑性 流行・ 
話題性 



緒言 研究方法 結果 政策提言 

・アプリの開発・タブレットの貸し出し 
シスコ社との協力 

高齢者の携帯電話所有内訳 

→いち早く導入 

高齢者におけるICTの活用意向 

内閣府. (2015). 高齢者の日常生活に関する意識調査. 

短期で行う 
ことが出来る 

タブレットを貸し出しても 

高齢者とICTとの距離を縮めなければ意味が無い 



緒言 研究方法 結果 政策提言 

提言・展望 
・マスメディア・インターネットを利用した広報活動 

無線LANの基盤やアプリなど， 
ハードの部分が完成すれば 
すぐに実行可能 

いずれは 
高齢者にも 
話題性で 
呼びかけを行いたい 

高齢者とICTとの距離を縮めなければならない 



緒言 研究方法 結果 政策提言 

今後の展望 

中長期的な目標として 
高齢者がICTを身近なものに 
感じることが出来るよう 
取り組む必要がある 

短期的な目標として 
政策提言の 
内容を実施する 
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ご清聴ありがとうございました 


