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1. 現実空間に重ねられたゲームフィールド

　通勤途中のいつもの道．そこにあるポストの下

側やガードレールの隙間をのぞき込んだことがあ

るだろうか．そこに，謎めいた小箱があったら，

きっとあなたは驚くに違いない．「まさかスパイが

隠した何かか」などと思うかも知れない．

　しかし，そんな小箱が実は国内に10,868個も

あるのだ*1．しかもその個数は加速的に増加し

ている（図1）．きっとあなたの住む街にも一つ

くらいはあるはずだ．そしてそれらは誰かに

発見されるのを静かに待っている．

　それが「ジオキャッシング」というゲームだ．

　ジオキャッシングは一言で言うと，宝探しゲーム

の進化版である．ある参加者がどこかにジオ

キャッシュ*2と呼ばれる秘密の小箱を隠す．そして

その場所の情報をインターネット上の公式サイト

［1］に登録する．すると，その情報を見た他の参加

者が現地を訪れ，その小箱を捜し出そうとする．

隠し場所は，石垣の間，木の根元，パイプの中，植

栽の中など，実にさまざまだ（図2）．

　小箱のサイズはタッパーサイズのものから豆粒

大のものまで，これまた様々だ．時には箱ではな

く，木の根っこや岩石，スイッチボックスやポール

など，何かに偽装していることもある．そして小箱

の中には発見者の名を書き残すログシートが

入っている．また，タッパーサイズのものであれば

何か「宝」*3が入っている．

　2000年5月にアメリカで誕生したジオキャッシ

ングは，当初はハンディGPSを駆使して楽しむ玄
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人向けのゲームであった．しかし，スマートフォン

が普及し，そのうえでジオキャッシングを楽しめる

アプリが登場したことで，爆発的な広がりを見せ

ている．2012年3月現在，地球上には167万個超

のキャッシュが存在し，全世界で500万人超のプ

レイヤーがいるとされている［1］． 

　本稿ではこのジオキャッシングというゲームに

ついて取り上げ，そのユニークさ，そして観光に

与える可能性について述べていきたい．

2. あそびかた

　ジオキャッシングに興味を持ったら，まずは公

式サイトGeocaching.comにアクセスしてみよう．

トップページの中程に検索窓があるので，そこに

好きな地名を入れてみる（日本語可）．すると，そ

の地域にあるキャッシュの一覧が表示される．引

き続き「Map this location」というボタンを押せ

ば，その地域にあるジオキャッシュが地図上に表

示されるはずだ（図3）．

　表示された地図を見て，みなさんはどのような

印象を持たれただろうか？ 「あ，こんなところに！」

という驚きがあったなら嬉しい．

　地図上に表示された個々のジオキャッシュアイ

コンをクリックすると，簡単な説明がポップアップ

で表示される．さらにそれをクリックすると，詳細

な情報が別ウインドウに表示される（図4）．この

中には，宝探しのガイドに加えて，地理・歴史に関

するちょっとしたうんちくや，その界隈の散策に役

立つ情報が書かれていることが多い．さらに画面

をスクロールしていくと，このジオキャッシュを発

見した人 （々あるいは発見できなかった人々）に

よる書込みが掲載された掲示板が現れる．この書

込みの中にも耳寄りな情報が隠れていることが

多いので，見逃すことができない．

図2 ジオキャッシュの例
図3 Geocaching.comにおけるジオキャッシュ

の地図検索画面（横浜中心部の例）  

図 4  個別ジオキャッシュのデータ表示画面
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　実際に現地で宝探しを行うには，個々のジオ

キャッシュの精確な緯度経度が必要となる．これ

を取得するためには，メンバー登録（無料）が必

須となる．まずトップページ右上の「Register」を

クリックし，次の画面で「Get a Basic Membership

」をクリックする．あとは，ニックネーム，ログイン

パスワード，メールアドレスなどを入れれば完了

である．メンバー登録をすることにより，掲示板へ

の書込みが可能になり，さらに自分の来訪したジ

オキャッシュについて履歴や統計を表示すること

もできるようになる．

　各ジオキャッシュの緯度経度は，USB接続した

ハンディGPS上へとダウンロードできる．だが，

もっと簡単なのはスマートフォンの対応アプリを

使う方法だ．たとえばAndro idではc :geo -

opensourceが有名だ．このアプリをAndroid マー

ケットからダウンロード（無料）し，ユーザー名，パ

スワードを入力すると，現地でスマートフォン画

面の「宝の地図」を眺めながら，宝探しを楽しむこ

とができる（図5）．

 

    

3. 宝箱のありか

　さて，あなたもどこかにジオキャッシュを隠すと

しよう．そこには将来，数十人，ひょっとしたら数百

人が，それを探しに訪れるかも知れない*4．とな

ると，あなたはいったいどこにそれを隠すだろう

か？ おそらく多くの人は，どこかとっておきの場所

に隠そうと思うはずだ．なぜなら，せっかく宝探し

に訪れてもらうなら，彼らにその場所を紹介し，楽

しんでいってもらおうと思うからだ．それに「いい

場所を紹介してくれてありがとう」と感謝されるの

は気持ちの良いものである．

　O’Hara［2］は，ジオキャッシュの設置者は，他

人に紹介したいと思うような風光明媚な場所，あ

るいは何らかのゆかりのある場所を設置場所に

選ぶ傾向にある，と指摘している．もしこれが事実

なのであれば，個々のジオキャッシュには地域の

隠れた観光名所を発掘し，広く知らせしめるよう

な効果が期待できる［3］． 

　このことを検証するため，日本国内のジオキャッ

シュ1,000個を無作為抽出し，それらがどのような

場所に置かれているのかを調査した（図6）．

　まず，最も多かった設置場所は公園・緑地

（20.5%）であった．出入りが自由で，公共性が高

く，なおかつ人目の少ないため，好まれているの

だろう．同様に河川敷，湖畔，ビーチといった親水

エリア（8.8%）も人気が高い．

　寺社仏閣（10.8%），史跡・碑（10.3%）も人気の

高い設置場所であった．これらは地域とゆかりが

深く，歴史や伝承を伴っている．それゆえ，これら

のキャッシュの案内文中には，ほとんどの場合で，

そういった歴史や伝承の紹介が見られた．

　ついで人気の高い駅・港（6.4%）は，地域の顔，

玄関口としてジオキャッシュが設置されることが

多いようだ．ただし，人通りが多いため，プレイし

にくいという問題点もある．

図 5 Androidアプリ「c:geo-opensource」の
　　画面写真（https://play.google.com/store/
　　apps/details?id=cgeo.geocachingより転載）
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　観光の観点から言うと，どの場所が観光資源に

該当するかを断定するのは難しいが，さきの寺

社・仏閣（10.8%），史跡・碑（10.3%）に加え，

viewspot（3.5%），自然景勝（3.4%），博物館など

の見学施設（2.7%），タワーや路上アートなどの

モニュメント（2.3%）は観光資源性が高いと考え

られる．合計では32.8%を占める．さらに，公園・

緑地をはじめ他のカテゴリのものも，見所案内が

記されているものが多数見られた．

　全体を通してみると，78.0%のジオキャッシュ

がその案内文中に何らかの見所案内を含んでい

た（表1）．このことから，多くの場合，ジオキャッ

シュの設置には，その場所を紹介する意図が含ま

れていることがわかる．さらに言語別に見てみる

と，日本語を含む案内文では見所案内の掲載率

が84.3%（＝482/572）であったのに対し，英語

のみの案内文では掲載率69.6%（＝298/428）と

差が見られた（表1）．とくに沖縄県では，案内文が

英語のみの場合の見所案内掲載率は38.0%に留

まった．沖縄県は米軍関係者がいちはやくジオ

キャッシングを持ち込んだため，多数の外国人プ

レイヤーがいる［4］．彼らはあまり見所案内を記

載しないようである．逆に日本人が国内でジオ

キャッシュを設置する場合，高確率で現地の見所

案内を盛り込んでいるようだ．

　図7は日本国内におけるジオキャッシュの密度

分布を示したものである．これによると関東地方

と甲信越平野部・愛知県・大阪周辺，そして沖縄

本島にジオキャッシュが多数分布していることが

わかる．県別で見ると，1位が愛知県（1,850個），

2位が東京都（1,497個），3位が神奈川県（883

個）であり，以下，千葉県（736個），沖縄県

（734），茨城県（567個），大阪府（476個），埼玉

県（398個），栃木県（378個），京都府（286個）と

続く*1．人口比で見ると沖縄県が群を抜いてお

り，愛知県，茨城県，栃木県も多い．一方，北海道・

東北・九州・中四国では，三沢周辺，広島，長崎を

除いて，ジオキャッシュはまだ少ないようである．

 

図 6 日本国内のジオキャッシュ（無作為抽出
　　 した1,000サンプル）の設置場所 *5

表1 日本国内ジオキャッシュ1,000サンプルの
　　 日本語による解説および見所案内の有無

見所案内あり 482   298     780

見所案内なし   90   130     220

計 　　　    572   428　   1,000

日本語あり　日本語なし　 計

図7 日本国内におけるジオキャッシュの密度分布
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4. ジオキャッシングによる誘客

　ゲームのしくみを利用して，ある行為へと人を

動機づけることをゲーミフィケーションと言う[5]．

たとえば航空会社は顧客が一年間に利用した距

離や回数に応じてシルバーやゴールドといった

会員ステータスを提供している．これに刺激され

て一部の人々は，まるでRPGのレベル上げをする

がごとく，空の旅に勤しんでいる．ゲーミフィケー

ションは，消費者のロイヤリティや労働者の勤労

意欲を維持・向上させる際に有効な手段として，

注目を集めはじめている［5］．

　観光におけるゲーミフィケーション，すなわち

ゲームの力によって特定の地域へ誘客する試み

は，実は昔から存在した．たとえばスタンプラリー

や謎解きツアーがそれにあたる．また近年では

GPS付携帯電話の普及にともない，位置情報を

使ったゲーム（いわゆる位置ゲー）が浸透し，これ

が地域への誘客に貢献している事例も見られる

［6］．北米では実在店舗の常連ステータスを競い

合うというゲーム的SNS「foursquare」が商業的

な成功をおさめている．

　では，ジオキャッシングも同様に「ゲームの力を

利用して観光誘客を実現するツール」となりえる

のだろうか．ここでは式根島の事例から考えてみ

たい．

　伊豆諸島にある式根島（東京都新島村）では，

ジオキャッシングによって観光客を誘客しようと

いう先駆的な試みが行われている［7］．その中心

にあるのは，島の商工会が毎年開催している

「CITOイベント*6」である．これは，来島したジオ

キャッシング愛好家と島の子供たちとが一緒にな

り，宝探しを楽しみながら同時にゴミ拾いを行う，

というイベントである．このイベントによって式根

島の名が島外に広まっただけでなく，イベントを

機に来島した愛好家たちによって島内にジオ

キャッシュが次々と設置され，なおかつ島民たち

のジオキャッシングへの理解が進んだ．

　島にジオキャッシングを導入する利点の一つ

は，ジオキャッシングというシステムが「無人の観

光ガイド」として機能する点である［7］．すなわち

利用者は自らジオキャッシュ設置点を巡っていく

ことで，自動的に島の名所をめぐることとなる．も

う一つの大きな利点は，各名所に付加価値がも

たらされることである．たとえば石碑や古井戸の

ように観光価値の乏しいものでも，そこに「宝探し

」という冒険的魅力が加わることで，来訪価値が

向上するし，さらには来客の滞在時間の増加も期

待できるようになる．

　式根島と同様な試みとして，日光では地元のホ

ステル経営者らがジオキャッシュを大量に設置

し，誘客を試みている［8］．日光は国際的観光地

であるがゆえに，ジオキャッシングのような国際

的なゲームは大きなインパクトをもたらす可能性

がある．

　ジオキャッシングが他の観光誘客のための

ゲームと異なるのは，ゲームが不特定多数の参

加者によって作られているという点である［3］．通

常のゲームでは参加者を維持するためには，シナ

リオの更新や景品の用意など，開催者の側に多

大な労力が発生する．一方，ジオキャッシングで

は，無名の参加者がゲーム要素（ジオキャッシュ）

を増加させ続けていくうえに，ゲーム内容（ジオ

キャッシュの隠し方）も日々進化を遂げている．し

たがって，式根島のようにジオキャッシングのコ

ミュニティを巧みに取りこむことによって，継続的

な誘客につながる可能性がある［3］．ただし，そ
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もそも魅力の薄い土地にジオキャッシュを大量設

置しても，来客はすぐに飽きてしまう．隠れた名所

を有する地域において，ジオキャッシングを通し

てその名所に参加者を出会わせることができれ

ば，穴場発見の感動に刺激され，クチコミ発信や

リピート来訪行動へとつながると考えられる．

5. では，ジオキャッシングだけなのか？

　ジオキャッシングのようなゲームは，他にも無

数に存在しているのかも知れない．たとえばCiste

と呼ばれるフランス生まれの宝探しゲームがあ

り，既に日本に上陸している［9］［10］． Cameron

［11］は，ジオキャッシングから派生した，あるい

は類似した北米のフィールドゲームを多数紹介し

ている．また， AndroidマーケットやApp Storeを

のぞけば，商業ベースの位置ゲーも多数存在して

いる．いったいこの世界の上には，いくつのゲー

ムフィールドが重ねられているというのだろうか．

　確実に言えることは，位置センサーと通信機能

を搭載したスマートフォンが普及した今日，現実

世界の上にゲームを重畳することは驚くほど簡単

になっている，という現実である．そして，ジオ

キャッシングはその現実の中で開花したゲーム

の一例に過ぎない．

　確かにジオキャッシングは多数の参加者を有

している．だが，無限の広がりを持つわけでない．

なぜなら，このゲームはあくまでアングラでゲリラ

的な遊びであり，その面白さの背景には「現実世

界に隠された秘密を共有している」というコミュ

ニティ感覚がある［12］．この感覚は，ゲームがメ

ジャー化すれば，たちどころに崩れてしまうだろ

う．また，ジオキャッシングが広く知られれば，自分

の生活空間が遊び場にされることに不快感を抱

き，損壊行為に及ぶ者も出てくるかも知れない．

　しかし，別にゲームは一つだけでなくても構わ

ない．今後，第二，第三のジオキャッシング的なも

のが登場し，それぞれのゲームがそれぞれのコ

ミュニティ構成員を魅了しながら，結果としてより

多くの人々が自宅やオフィスを飛び出し，各地を

盛んに飛び回り，ゲームを通して各地の魅力を

次々と発見する．そんな時代が来ることを，筆者

は願ってやまない．



観光と情報， 第8巻， 第1号， 2012年7

　【脚注】

　*1 2012年3月12日現在．

　*2 短く「キャッシュ」とも呼ばれる．

　 キャッシュ（Cache）は隠し場所，貯蔵庫の意．

　*3「宝」と言っても，せいぜい駄菓子のおまけ

　 程度のものである．また，宝を一つもらった

　 ら，持参した別の宝を入れるのがルールで

　 である．

　*4 各ジオキャッシュが集客した人数は正確

　 には分からないが，公式サイト上で各ジオ

　 キャッシュに対しコメントを寄せた人数は

　 平均で26.5件，最大で526件であった．

　*5 ジオキャッシュの設置場所に不明なものが

　 あるのは，設置場所がクイズ形式となってい

　 るものがあるためである．

　*6 CITOとはCache-In Trash-Outの略である．
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