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要旨

本研究は、市民ランナーの特性を口コミ投稿するという言語行動の観点から分析したも

のである。マラソン大会の参加者が情報サイトに寄せた口コミ投稿の自由記述によるコメ

ントの内容を KH coderを用いて計量的に解析した。頻出語及び語の共起ネットワークをも

とに、コメント内容を「感動・感謝」、「応援」、「天候」、「記録」、「運営」、「提言」という

6つのカテゴリーに分けた。大会ランキングで高位の口コミには、「感謝・感動」が多く、

「自己記録」と「応援」のカテゴリーについては、ランキングの高低による有意差がなか

った。大会への評価にかかわらず、どの市民ランナーも沿道やボランティアの応援や、自

分の記録や走りについて言及している様子が分かる。他人にも自分に対しても真摯で誠実

な市民ランナーの特性が見て取れた。また、口コミという言語行動に見られる自分の記録

や内省を公開する機能や、一時的に強いつながりを持った大会関係者へのお礼状、といっ

た役割にについて考察した。

キーワード 口コミ 市民ランナー 打つ行動

Abstract

The study investigated recreation runners’ reviews posted on a word of mouth site using KH coder.

Based on the frequency of the words occurrences, and their co-occurrence network, the content of

reviews was divided into six categories:
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1. Appreciation or Emotion, 2. Cheering, 3. Weather, 4 Record, 5. Management, and 6. Suggestion.

The category of Appreciation and Emotion appeared significantly more frequently in higher

ranking events, but there were no significant differences in frequencies of the categories of both

Cheering and Records across the rankings. Recreation runners’ sincere and honest attitude towards

themselves and others was recognized. Specific purposes for which runners post reviews, such as a

training log, or as a thank you letter, were also discussed.

１．問題と目的

2007年に始まった東京マラソンを契機に、ランニングブームが広がり、多くの「市民ラ

ンナー」と呼ばれる人たちが生まれた。ランニングやジョギングを週 1回以上行う人の数

は、2012 年に 1009万人とピークを迎えた後、2016年の笹川財団による調査では減少傾向

にあり、ブームが一段落したとの指摘も見られる（高井 2018）。一方で、「レジャー白書 2017」

によると、「ランニング・ジョギング」を日常的に行う人の数は。「体操（器具を使わない）」

に次ぐ第 2位を維持している。東京マラソンをきっかけに走り始めた人たちが、何らかの

理由で次第に走る習慣から離れて行った後で、ランニングを生活の一部に取り入れ、減量

などの一時的な目的のみでなく、生きがいや達成感、（三本木ら 2017）精神の開放（山西

2009）といった価値を見出した人たちが、コアな市民ランナーとして、存在感を増してき

ている。上述の笹川財団による調査でも、ランニング・ジョギングを週 2回以上行う人口

の減少率は、週 1回の人口に比べて低くとどまっている。

ランナー人口は減少傾向でも、市民型のマラソン大会は拡大し多様化している。ランナ

ーに大会やイベントに関する情報提供を行っている（株）アールビーズが運営するオンラ

イン上のサイト、Runnetによると市民ランナーが参加可能な大会は、年間で約 2500回さ

れており、東京マラソンのような 3万人超規模の大都市型マラソンや、小規模で行われる

地方都市型のもの、またある社会貢献や一定の趣向を持ったもの、ファンラン型のイベン

トなど大会が開催される状況も多様化している。マラソン大会の開催が地方経済を活性化

するとの指摘も多い（野川・工藤 1998、先森ら 2014など）。2020年の東京オリンピック開

催を機に、スポーツ関連の消費拡大が期待されるなか、現在のランニングブームをより多

様な付加価値をもつ現象として根付かせるというためにも、市民ランナーとはどのような

特徴を持つ集団かという分析が必要となってくるであろう。

２．市民ランナーに関する研究

２．１．大会参加の動機・ライフスタイル

ランニングブームの隆盛以前に、1990年代以降から市民ランナーを対象とした調査、研

究が、スポーツ心理学・スポーツ経営学・スポーツ・ツーリズム研究などの分野で幅広く

行われてきた。まず市民ランナーの属性（年齢・性別・職業・居住地・ランニングの回数

や時間などに）に関する調査が蓄積されてきた（笹川スポーツ財団 2016、後藤・鳥居 2014

など）。続いて、市民ランナーのランニングに対する意識、大会に参加する動機やライフス
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タイルを社会心理学の手法を用いて統計的に分析した研究もなされ、市民ランナーたちの

走ることそのものや、大会に出場することに関する行動特性が明らかになってきた（赤石

ら 2017、三本木ら 2017など）。さらには、大会主催者が消費者としての市民ランナーをど

う誘致するかの要因をスポーツ・ツーリズムの視座から分析、提言する研究も盛んである

（神野・福島 2018、西尾ら 2012 など）。

しかし、赤石ら（2017）が指摘する通り、これらの研究の多くはある特定の大会の参加

者のみを対象としており、市民ランナー全体の傾向を分析しているわけではない。また、

「走る」行為そのものに関わる心理や行動様式に焦点があり、ランナーのコミュニケーシ

ョンスタイルに関してはアプローチがない。スポーツと言語との関わりを考えるという大

命題からすると、市民ランナーの特徴をその言語活動から考察することも必要であろう。

２．２．「打つ」行動

現代人のコミュニケーションスタイルは、インターネットや SNSの急速な拡大や情報

信機器、小型端末の普及などによって、大きく変わりつつある。特に、情報収集・発信の

際に、スマートフォンなどの端末から「打つ」という行動が、手書きで「書く」ことにと

って代わってきている。市民ランナーにとっても大会やランニングのイベントに関する情

報収集・発信の際、インターネットや SNS を利用することはごく日常的な言語行動の一

つであろう。しかし、「打つ」という言語行動について、だれが、いつ、どんな目的で、何

を使って、どのような形で行われているのかの実態把握は、途に就いたばかりである（千

石・日野・舩橋 2018）。本研究は市民ランナーが参加した大会についての口コミを投稿す

るという言語行動に注目することで、そのコミュニケーションの特性を探ろうとするだけ

でなく、ある特定のグループの「打つ」行動の一端を明らかにすることを目指した。

２－３．口コミ行動

口コミとは「商品やサービスの購入に関して消費者同士で行われる対人コミュニケーシ

ョン」であり、自然に発生して、「商品やサービスを買わせようとする意図を持たない」の

が特徴であるされている（杉本 2012:183）。従来は家族や友人などの既知の関係同士の対

面での伝達が中心だったが、近年はインターネットによる口コミが注目を浴びており、広

告活動に生かそうする企業の動きも高まっている（杉谷 2009）。ランニングに関する口コ

ミ情報は、だれによって、どんな目的で、どのように投稿され、どんな内容の情報が交わ

されているのであろうか。市民ランナーの口コミ情報の実態を明らかにすることは、主催

団体・組織の戦略にとって新たな活路を見出すことができるのでないか。

３．調査方法

３．１．調査対象

調査対象としてランナーに情報を提供するサイト、Runnetの「大会レポート」に寄せら

れた口コミデータを利用した。大会レポートは、参加者が全体の感想・会場・スタート、
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コース、フィニッシュ・記録、表彰、インフォメーション、大会の特色の各項目を A,B,C.D

で評価し、必須で「自由記述コメント」（500字以内）や、「次回参加者へのアドバイス」（500

字以内）を投稿するものである。大会レポートを書き込むことでこのサイト上で使えるポ

イントがたまり、投稿のモチベーションを上げる仕組みにもなっている。各大会に対する

投稿者の評価を Runnetが独自の方法（未公開）で算出した総合点をもとに、1年間に開催

された大会のランキングが「大会 100選」として 1997 年から公表されている。本研究で

は、「2017年度大会 100選」に選ばれた 1位から 100位までの各大会に寄せられた参加者

の自由記述コメントを分析の対象とした。

３．２．分析方法

2017年度大会 100選の各大会は、種目（ファンランから 100キロまで）や参加者数（数

千人から 3万人超）が異なるため、大会レポートへの投稿者数も、123名から 1000名と幅

が大きかった。そのため、便宜上、1位から 100位の大会ごとに投稿者が付した評価点の

分布を調べ、その最頻値±10点の点数をつけた投稿者の自由記述コメントの中から、それ

ぞれ 20件ずつランダムに選び、分析の対象とした。解析ツールとしてテキスト型のデータ

をコンピューターによる計量的な分析・処理を行い、より主観を省いた形での内容の質的

な記述・解釈・分析を可能にするソフトである KH coder (樋口 2014)を用いた。また、「大

会 100選」における順位の高低とコメント内容との関係を見るため、1～25位までの大会

をランク A、26～50位までをランク B、51～75位までをランク C、76～100位までをラン

ク Dとして 4つに分けた。分析対象となったコメントデータの概要を表１に示す。

ランク A ランク B ランク C ランク D 合計

（1-25 位） （26-50 位） （51-75 位） (76-100 位）

文 3289 3381 3352 3573 13720

総抽出語 71865 74424 74751 75834 296822

異なり語 5534 5704 5609 5426 1121

表 1 最頻値付近±10 点の点数が付されたコメント 20件の概要

４．結果と分析

４．１．全体の頻出語と共起ネットワーク

上記の分析対象となったコメント全体の頻出語をKH coderで算出したところ、1位は「大

会」(出現回数 2100回)、2位は「参加」（1963回）、3位は「思う」（1672回）、4位は「走

る」（1534回）となった。マラソン大会に出走後の感想を述べるコメント記述であるため、

これらの語の頻出は当然と考えられる。そこで、この 4語を分析対象から除外する処理を

したのち、再度全体の頻出 150語を産出したところ、上位は 1位：「応援」（1368回）、2

位：「コース」（1184 回）、3位：「スタート」（878回）、4位：「来年」（843回）、5位：「沿

道」（830回）、6位：「良い」（771回）、7位：「ゴール」（755回）、8位：「ランナー」（610
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回）、9位：「ボランティア」（595回）10位：「今年」（576回）、11位：「マラソン」（545

回）、12位：「ありがとう」（540回）、13位：「雨」（505回）、14位：「運営」（486回）、15

位：「給水」（483回）となった。頻出 150 語の共起ネットワークを図 1に示す。
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図１ コメント全体の共起ネットワーク

「応援・沿道・声援・地元・良い・コース」といった途中の応援に関係する内容、およ

び、「ありがとう・ボランティア・皆様・感謝」といった、関係者に感謝することを示すク

ラスターの大きな 2つがあり、両者がかなり近接していることが分かる。次に、「運営・荷

物・バス・シャトル・会場」などアクセスに関係するクラスターが大きくあり、その他、

「自己・ベスト・記録」「暑い・気温」とそれぞれ、記録や天候に関係する小さいクラスタ

ーが認識された。

４．２．ランクごとの頻出語と共起ネットワーク

ランクによる語の出現の違いを見るためA, B, C, Dのそれぞれの頻出語の上位 10位を表

2に示す
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A B C D

応援 .266 応援 .210 スタート .162 スタート .208

沿道 .231 沿道 .193 給水 .148 良い .174

コース .188 コース .186 多い .141 給水 .167

ゴール .186 来年 .179 感じる .136 今年 .156

来年 .186 ゴール .164 運営 .131 雨 .152

素晴らしい .171 ランナー .156 スタッフ .122 暑い .145

ありがとう .166 マラソン .154 暑い .119 会場 .132

ボランティア .160 ボランティア .145 前 .114 運営 .130

マラソン .152 完走 .143 方々 .113 出来る .126

本当に .139 前 .139 地元 .112 トイレ .122

表 2 ランク別のコメント頻出語 10のリスト

ランク別の傾向を見ると、ランク Aと Bは沿道・ボランティアなどの第三者への応援や

感謝や感動の言葉と、完走・ゴールなどが並び、ランク Cと D には暑い・雨等の天候に

関することば、会場・運営・給水など運営関連のことばが目立つ。ランクが高い方は、第

三者への感謝、感動があり、低い方は天候または運営側へのコメントが増える傾向がある

ことが分かる。二次元マップにより全体のネットワークを表したものが図 2である。
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図 2 出現語の二次元マップ

図 2からは、ランク Aと Dのコメント者の対照的な気持ちが見える。ランク Aの参加

者は、沿道や地元の応援や声援、給食などのサポートのおかげで走れたという感謝があり、

そこに感動を覚えているのに対して、ランク Dの参加者は、会場・アクセスや荷物預かり、

運営、および天候が気になって、改善点を指摘したいという状況だったと解釈される。

４．３．カテゴリー分析

前節で示されたコメントに見られた語彙の出現頻度や傾向をもとに、内容を「感謝・感

動」（ありがとう、などの感謝、最高・すばらしい、など感動を表す内容）、「応援」（応援

者、地元の人、給食・ボランティアなどの声援・励まし・ポートに関わる内容）、「記録」

（自分の記録、目標達成などに関る内容）、「天候」（当日の気温・天気・に関わる内容）、

「運営」（主催者の運営、給水、会場の 6種類のカテゴリーに分けた。表 3にランクごとの

カテゴリー出現のクロス集計を行った結果を示す。

「感謝・感動」 「応援」 「記録」 「天候」 「運営」 「提言」 ケース

数

A 345 (64.13%) 454 (84.39%) 344 (63.94%) 178 (33.09%) 284 (52.79%) 63

(11.71%)

538

B 300 (58.14%) 417 (80.81%) 361 (69.96%) 220 (42.64%) 276 (53.49%) 102 516
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(19.77%)

C 325 (62.62%) 422 (81.31%) 328 (63.20%) 210 (40.46%) 318 (61.27%) 99

(19.08%)

519

D 280 (54.58%) 405 (78.95%) 334 (65.11%) 282 (54.97%) 333 (64.91%) 140

(27.29%)

513

合

計

1250 (59.92%) 1698 (81.40%) 1367 (65.53%) 890 (42.67%) 1211 (58.05%) 404

(19.37%)

2086

Ｘ２ 12.310** 5.328 6.377 52.969** 22.659** 40.903**

表 3ランクごとのコード出現率 **p<.0.1 *p<.0.5(コード出現率にＡ～Ｄで差があるかを見るＸ2検定)

どのランクでも 8割が「応援」、「感謝・感動」も 6割、6～7割が「記録」について述べ

ているのに対し、「提言」は 1～3割とカテゴリーごとの差が大きいのが分かる。X2検定で

有意差があったのは、「感動・感謝」、「天候」、「運営」、「提言」の 4つのカテゴリーで、高

ランクが「感謝・感動」が多く、他は低ランクが多いことが分かる。他の「自己記録」と

「応援」のカテゴリーについては、有意差がなかった。このことから、大会への評価の高

低にかかわらず、どの市民ランナーも沿道やボランティアの応援に関して記述しているこ

と、同様に、自分の記録や走りについて言及している様子が分かる。高ランクの大会では

感謝・感動のコメントがより多く、低ランクでは天候や運営について、コメントをし、改

善点・問題点の提言を行っているということになろう。つまり、大会そのものが良いと感

じた場合もそうでない場合も、第三者のサポートへの感謝を示すとともに、走りに対する

記録を残す、という市民ランナー傾向が見て取れる。

５．考察

５．１．感謝を忘れない真摯な態度や配慮のある表現

「感謝・感動」にかかわるコメントは、ランクによる違いが出たものの、出現率でみる

と、全体で 8割以上が述べていた。例えば、ランキング 1位大会へのコメントとして「寒

い中、私のように遅いランナーにも小さい子どもからお年寄りまで、笑顔で声をかけ手を

振り応援してくれました(^-^)最後の 3kmでの中学生の声援にも元気をもらいました！あ

りがとうございました！」とあり、一人一人のサポートに丁寧に感謝を述べている。ラン

ク Dでも、「マンモス大会なのでトイレが足りない、スタートの申告がいい加減だ、会場

の放送の音が大きすぎて身近な誘導案内の人の声が聞こえない、など、多少、問題はある

ものの、ボランティアの質、量、素晴らしかったです」と、改善点はあげつつも、ボラン

ティアへの感謝は忘れない。市民ランナーの真摯で誠実な態度が見て取れた。

また「記録」のカテゴリーでは、「念願の 11時間台でゴールできました。初参加 13時間

台。2,3回目 12時間台でしかもあと数分で 11時間台（中略）。来年は 10時間台を目標に頑

張ります」（ランク A）など過去の記録や目標を明確に示すもの、「浜風は相変わらず強敵

でしたが、今回の第一の目標である「絶対歩かない」は達成できたし、おまけにサブ 4も
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達成出来てとても満足です」（ランク C）など、自分の体調や目標達成に関する内容が、他

者への感謝や気候条件とともに記されている。他者への感謝や感動を常に忘れずに言及す

るとともに、自分のパフォーマンスについても誠実に内省をしている。また問題に言及す

る際も、間接的・建設的な表現を好み、配慮がある言語行動と言える。

５．２．自己表現としての投稿

消費者が口コミを発信する動機について、池田（2010）は、返却性や利他行動（他者が

より良いサービスを購入するために役立ちたい）、自己表現や集団内の地位向上（商品を利

用した際の喜びや満足などの自己表現、注目を集め、知識があることを示したい）などを

あげている。市民ランナーのコメントに見られた記録や自己ベスト関わる内容は、基本的

に他者には関係ない個人の記述である。しかし、「5年連続 5度目の出場で、昨年出した自

己ベストを 7分更新できた。毎年変わらず、ボランティアスタッフの対応がすばらしく、

沿道の地元の皆さんの応援もとても温かい（後略）」（ランク B）のように、目標達成を公

開することで、市民ランナーとしての自己表現や集団内での位置を確認しているのかもし

れない。

５．３．一時的な関係を持った相手へのお礼状としての投稿

千石・日野・舩橋(2018)は、いまだ明らかにされていない日本人の「打つ」行動の一端

を把握しようとしたものである。大学生と社会人 54名が任意に選んだ平日・休日各一日の

中で書いたり打ったりしたものの実例を分析した結果、最も多かった「打つ・書く」に関

する状況は、大学・企業の中で定期的にやりとりをする「アクティブな関係性」のある相

手に対する「連絡・報告・相談」、次に「雑談」であった。しかし、本データでは、感謝・

感動の言葉を応援など第三者にあてた投稿が多かった。応援やボランティアとは、市民ラ

ンナーにとっては、大会に参加し一定の距離を走るという中で、その場限りながら精神的

に強い関係性を持った相手であろう。つまり、市民ランナーの投稿は一時的に強い関わり

を持った他者へのお礼状のような機能を持っていると解釈できる。

６．まとめ

本研究は、市民ランナーの行動の特性を、自身が出場したマラソン大会に対するコメン

トを投稿するという言語行動に焦点を当てることで、明らかにしようとしたものである。

投稿サイトに寄せられたコメントの自由記述の一部を分析した結果、ボランティアや沿道

の応援に対するコメントが最も多いこと、大会への評価が高い場合は感謝のコメント内容

が多く、低い場合は天候や運営に関するコメント内容が多いが、応援や自己記録に関して

は有意差がないことが分かった。また、投稿行動には、大会という特別な日の記録を公開

して自己確認をする機能や、応援や主催者など競技中に一時的ながら強い関係性を持った

他者へのお礼状的な機能をもあることが分かった。総じて、市民ランナーの他者への感謝

や自己内省を重んじるという、自己にも他者にも真摯なランナーの特性を垣間見ることが
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できた。

７．今後の課題

本研究の分析対象となったデータは、年間 2500 程度開催されている大会の中で Runnet

により「2017年度大会 100選」に選出された一部の大会への口コミの内容であった。各

大会の規模・走行距離・制限時間・種目数・日本陸連などの公認の有無・開催地・開催の

趣旨や目的・大会の歴史や理念などの違いは考慮に入れてはいない。今後は、これらの特

徴により大会をグループ化した上で、コメント内容の違いを分析していきたい。また、投

稿者の年齢、性別、走歴等の情報を探ることができなかったが、これらランナー個人に関

する変数とコメント内容の違いも分析しなければならない。また、コメントは、PC画面

から打ち込んだと見られるものとスマートフォンなどの小型端末を使用したと思われる

ものがあり、文の長さやスタイル、句読点の打ち方などの違いが見られた。使用端末によ

るコメント内容の違いも、打つ行動としての今後の検討課題の一つと言える。さらに、種

類やレベルの異なる競技者の言語行動と比較対照することによって、より明確な市民ラン

ナーの特徴を明らかにしていくことも課題である。
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