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資料：行動デザイン研究レポート 

＊本研究はNHKの社会課題解決キャンペーン「はじっこ革命」
（テレビ番組は2018年9月15日放送予定）に当研究所が協力参
画し、2018年7月から8月にかけて行った街頭実験の結果を踏ま
えてまとめたものです。 



Ⅰ 問題意識と本研究の狙い 

・日本人は、募金行為に関して（文化性・社会制度の違う他の地域に比べて）消極的だという 
 のが定説になっている。世界の国々の中でGDP大国である日本のチャリティ行動のスコアは、 
 ある国際的NPO団体の報告では100位以下とされている。 
 

   （https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-publications/cafworldgivingindex2017_2167a_web_210917.pdf?sfvrsn=ed1dac40_10） 
 

 寄附金の日米英３カ国の比較でも、日本の寄附金総額は低く、かつ個人の比率が低い。 

引用：内閣府NPOホームページ 
https://www.npo-homepage.go.jp/kifu/kifu-shirou/kifu-hikaku 

・そうした日本人の募金行為への抵抗感の意識構造を明らかにし、どのような介入を行えば 
  日本人の募金行動が少しでも拡大するかを仮説立て、実証実験で確認することが本研究の 
 狙いである。これにより、募金集めに苦労している諸社会団体・地域の活動に対しより有効な 
 手だての可能性を提言することで当研究所の社会的意義を果たしたいと考え、取り組んだ。 
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Ⅱ 研究アプローチと実験計画法 

・本研究はNHKが2018年から発足させた社会課題解決キャンペーン「はじっこ革命」の第一弾、 
 「思わずお金を入れたくなる募金って、どんなの？」に当研究所が協力参画し、街頭実験の 
 実験計画を当研究所が、街頭募金を神奈川県共同募金会と日本ユニセフ協会が行い、その 
 実験データを当研究所が分析するかたちで進めた。 
 
・実験計画にあたっては 
 STEP１「日本人の募金行動に関するインサイト仮説出し」 
 STEP２「その仮説を踏まえた募金行動モデルの策定」 
 STEP３「そのモデルの妥当性を検証するための街頭募金実験計画」 
 という３ステップで計画を進めた。 
 
・街頭での実証実験は、神奈川県共同募金会と日本ユニセフ協会、および関東学院六浦高 
 校の有志の協力により2018年7月15日〜26日にかけて神奈川県内の複数箇所で時間を揃 
 えて実施された。 
 実験に当っては募金人数を目視で性年代別にカウントし、交通量調査会社の協力で募金箱 
 の前を通過する通行量もカウントした。募金額は毎日実験終了時に確認し、金種別に集計し 
 た（定点カメラで募金状況を全て記録、募金人数等はビデオでも確認）。 
 また募金に参加した人、募金箱の前を素通りした人に可能な限りその場でインタビューを行 
 い、入れた理由/入れなかった理由などを把握した。 
 
・募金には無人・有人含め様々な方式があるが、今回は日本の典型的な街頭募金の状況 
 （有人で通行人に声かけし寄附を募る）を基準とし、そのバリエーションを複数実施し、その 
 結果の違いを分析することにした。インタビューを円滑に行うためには、有人環境のほうが 
 自然であるという判断も考慮し、有人方式を選択した。 



Ⅱ-STEP１ 「日本人の募金行動に関するインサイト仮説出し」 

人間には自分のお金を失うことへの「痛み」があり、それを回避したい本質がある。 
（行動経済学でいうところの保有効果、損失回避、現状維持バイアスなど） 

お金を 
失う痛み 

何かを手に 
入れる喜び ≦ 

⇒ゆえに、自発的な募金（寄付）行動を発生させるためには 
 

 であることが効果的である。 

人間には個体の生存確率を最大化したい（利己）意図と、集団全体の生存確率を 
最大化したい（利他）という意図の両方があり、そのトータルバランスで種の保全を 
図ってきた。そのため、時には集団全体の利益のために自己を犠牲にする、他者に 
自分の財産を与える、といった利他的・互恵的行動が見られる。 

⇒ゆえに、あえて利己的な行動を取る必要がない充足環境では、 

利己 利他 
という優先順位になるため、構成員の「互恵的」 
行動（助け合い募金など）が成立する。 

まず仮説の前提として、日本人に限らず人間共通の募金に対する態度について、行動デザイン 
の知見を踏まえて考察した。 

前提① 

前提② 

≦ 



ではなぜ、日本人は充足環境にいながら、募金＝利他的行動に抵抗があるのだろうか？ 
 

つまり日本人は前提②（利己≦利他）が満たされていても前提①（痛み≦喜び）が満たされて 
いない、つまり「募金で手に入る喜び（ポジ意識）が、募金に積極的な他の地域の人々に比べ 
て過小であること」が、募金スイッチが入らない原因ではないか、と仮説する。 
 

日本人は募金に関して「気まずさ」「気恥ずかしさ」「勇気がない」「偽善者っぽい」といった 
複雑でややネガティブな感想を持つ人が多い（今回の街頭インタビューでも、そうした発言が 
多数、取材された）。 
「多少喜びを感じているのに上記のネガ意識がそのポジ意識を阻害しているために、相対的 
に痛みが強くなっている」心理状況が日本人の一般的多数の募金インサイトではないだろうか。 
（募金で手に入る喜びを全く感じられないタイプの人はそもそも充足状況でも募金はしないと 
考えられる） 
 

一方で、震災などの被災地支援や、母校への寄付には積極的に参加する傾向があるといわれ 
ている。これは前提②（利己≦利他）による互恵的行動様式といえるが、このときは「偽善者っぽ 
い」といったネガ感情が少ないと考えられる。 
 
 

日本人の中にも、募金を特に気まずいと思わず自然に 
行う人も、ある比率存在していると考えられる。 
今回の実証実験のターゲットは「本当は募金をしたい、 
すべきだと思っているのに、募金で感じる喜びをネガ意識 
に相殺されて踏み切れない＝募金スイッチが入らないで 
いる「募金消極層」、と設定した（図の中段）。 

充足状況にない、あるいは 
あっても募金に喜びを感じ 
られない人たち 

「募金無関心層」 

「募金積極層」 
募金に自然な喜びを感じ 
抵抗感を持たない人たち 

「募金消極層」 募金意向はあるが、抵抗感 
が強く喜びを感じにくい人たち 

【考察】 



以上の募金インサイト仮説をさらに、構造的に深堀りしてみたい。 
 

「募金で手に入る喜び（＝ポジ意識）」を、 
「共感性」（募金対象との一体感）と 
「リターン実感」（自分に何かいいことが戻ってくる手ごたえ）という二つの要因で整理し 
てみる。（その両方が高ければ、募金行動へのネガは確実に低減するはず） 
 

⇒震災などはいつかはお互い様という一体感があり、その募金が今度は自分を助け 
るお金になるかも、というリターン実感も持てる。これが被災地支援などの募金では、 
抵抗感が少なく、参加率が高くなる要因と考えられる 
 
仮説① 「共感性」がカギ： 
 
共感性が高い（一体感が強い）と、「偽善者っぽい」といったネガは低くなるので 
募金で得られるポジ意識が拡大する。だから、仮に自分に何かが戻ってくるという 
メリット（リターン実感）がそれほど大きくなくても、募金スイッチが入る可能性。 
逆に対象への距離感が大きいほど、「なぜ自分はそんな遠い対象のために何か 
をしようとしているのか？それは何か不自然だ」とネガ意識が拡大する。 
 
仮説② 「リターン実感」がカギ： 
 
入れたお金がなんらかのかたちで自分に戻ってくる、という感覚（「リターン実感」）が 
強いと、お金を失う痛みより手に入る喜びのほうが大きくなるので、仮に共感性（一体 
感）がそれほど強くなくても、募金スイッチが入りやすい。 



次に行動デザイン研究所の知見である「アクセシビリティ」（接近容易性＝取りつき 
易さ、やりやすさ）の観点で、募金行動を阻害するハードル（壁）を分析してみよう。 
いくら共感性が高くても、リターン実感が強くても、行為のタイミングでアクセシビリティ 
が担保されていなければ、実際の行動は起こりにくい。 
 
従来の街頭募金で想定されるのは、駅前など通行客の多い場所では人は人の流れ 
に乗って急かされており、足を止めて募金をしようというゆとりがないという状況だ。 
仮に駅前ほどトラフィックがなくても、時間的・精神的なゆとりのある状況（モーメント） 
だと募金をする人の比率が増え、結果的に募金額が増えるかもしれない。 
 
 
 
単に時間的ゆとりだけでなく、自分たちがとても満ち足りて幸福であると感じられる 
状況（「ハッピーモーメント」）だと、前提②の充足感がさらにたかまり、利他的な行動 

が喚起される可能性がある。逆に病院など、自分も弱者であるモーメントでも募金対象 
への共感（シンパシー）が高まり、むしろ募金スイッチが入る可能性がある。 
 
 
 

いくら募金対象への共感があっても、募金箱自体のインターフェースが取りつきにくい 
ものであっては行動は阻害される。アクセシビリティを改善させる募金箱周りのデザイン 
を検討する。 

仮説③ 募金する側の状況や文脈＝「モーメント」がカギ： 

仮説④ 募金箱への取りつきやすさがカギ： 



Ⅱ-STEP2  募金インサイトを踏まえた日本人の募金行動モデル 

強い 

リターン
実感 

アクセシ
ビリティ 

強い 
共感・ 
一体感 

× × 

＊一体感があれば 
 失う痛みは少ない 

＊強い身体的フィード 
 バックもリターン実感 
 を担保 

＊障壁を緩和する心のゆとり、 
 充足感あるモーメントはアク 
 セシビリティを改善 
  

募金 
スイッチ 
ＯＮ 

＝ 

募金に消極的な人たちの中にも、本当は募金意向があるが「恥ずかしい」「勇気がない」などの
ネガ意識が抵抗になって行動できていない人たちがいると想定。その人たちの募金スイッチを 
押す構造を次のようにモデル化した。 
 
（１）募金対象への共感•一体感を強化できれば、募金で得られる喜びを阻害するネガ 
   意識は低下し、お金を失う痛みが低下するので募金スイッチが入る。 
（２）募金するときのリターン実感を強化できれば、喜びが増え募金スイッチが入る。 
（３）さらに募金箱・募金環境のデザインで、アクセシビリティ（とり付き易さ）を高めたり、 
   時間的・精神的にゆとりがあるモーメントで募金をすることで、 
   募金への抵抗感が緩和され、募金スイッチが入る。 
    
 

募金実験 

アイデアの 
切り口 

募金箱やその周辺環境
のサイズや造作・演出を
変えることで、自分への
リターン実感が高まるの
では？ 

対象を特定することで 
特定しない募金よりも 
共感・一体感が高ま
るのでは？ 

抵抗感を緩和する募金箱デ
ザイン開発/ 
同じ募金箱でも置かれた環境
（文脈）の違いでアクセシビリ
ティが変化するのでは？ 



Ⅱ-STEP3  募金行動モデルを検証する街頭実験計画 

募金箱やその周辺環境のサイズや造作・演出を、自分へのリターン実感が 
感じられるように変えることで、反応の変化を比較。 

実験B 募金に伴うリターン実感の差を比べる 

実験A 募金先の共感性の差を比べる 

同じ形状の募金箱で募金対象を特定したものと、しないものの差を比較。 
対象もより特定したもの、漠然としたもの、その中間、を設定し比較する。 

実験C 「アクセシビリティ」の差を比べる 

＜箱自体のアクセシビリティ＞ 
人前でお金を入れる抵抗感を、募金箱を人目から隠したり、箱の表面をソフトに 
加工することで低減することで、募金行動がどう変化するかを調べる。 
 

＜箱の周辺環境のアクセシビリティ＞ 
いつもの（足を止めにくい）街頭から、違う気分になっている場所（モーメント）に 
募金箱を持ち出すことで、募金行動がどう変化するかを調べる。 

強い 
リター
ン実感 

アクセ
シビリ
ティ 

強い 
共感・ 
一体感 



実験A 募金先の共感性の差を比べる 

・一般的な共同募金（赤い羽根）  

・ 地元（横浜）の子供 

・シリア難民の子供 

・貧困に苦しむ子供 

・世界の子供 

助けを求める悲しい顔を 
募金箱にも大きく表示した 
パターンと、 
募金で救われた後の嬉し 
そうな顔を表示したパターン 
で、差を比較する。 
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実験B 募金に伴うリターン実感の差を比べる 

・ヒーロー募金箱 

一辺が1.5ｍと、通常の5倍＝容積で１２５倍
の大きさ。上部に穴があるために踏み台に 
上がる必要がある。 
お金を入れると澄んだ金属音が返ってくる。 
このフィジカルな負荷が、リターン実感に 
つながると考えた。 

・巨大募金箱 

箱は通常と同じだが、レッドカーペットと風船ゲート、 
お立ち台の造作で派手に演出されている。 
お金を入れると募金スタッフ（高校生）がはやしたてて
くれる。 
大人になると人に褒められる機会が少なくなるが、少
額の募金でこんなに賞賛されるなら、やってよかった
という印象が残るのではないかと考えた。 



実験C 「アクセシビリティ」の差を比べる 

・もふもふ募金箱 

募金箱を人目から隠すことで、人前でお金を
入れる抵抗感を軽減できると考えた。 

・パーテーション募金箱 

＜箱自体のアクセシビリティ＞ 

＜箱の周辺環境のアクセシビリティ＞ 

・ビーチ募金 
（ハッピーモーメント） 

・神社募金 
（浄化モーメント） 

・釣り場募金 
（ゲン担ぎモーメント） 

募金箱の表面を角を丸くし、さらに表面を 
ソフトな羽毛で覆うことで、特に女性が可愛
いと感じて近寄るのではないかと考えた。 

水着姿で解放感あふれる海水浴場 
では募金へのネガ意識から解放され 
るのではないかと考えた。 

神社仏閣など神聖な場所では精神 
が浄化され、無私無欲でリターンを 
求めない利他精神が生まれるので 
はないかと考えた。 

釣り場など偶然に左右される状況 
では、募金行為で自分へのリターン 
を期待する「願掛け」「ゲン担ぎ」的 
行動が生まれるのではないかと 
考えた。 
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Ⅲ 街頭実証実験の概要 

駅頭で制服姿の高校生が３０㎝角の募金箱を抱いて通行人に声掛けをする、 
という典型的な募金デザイン（プレ実験）をはじめ、計8種類の募金デザインを、 
日替わりで実施した（それぞれ４時間設置、有人：高校生4人～6人立ち会い）。 

はじっこ革命 街頭募金 実施日と実施場所 

日付 天気 募金時間 区分 実験内容 場所 住所 

 ２０１８年７月   

15(日) 晴れ 10時〜14時 モーメント ハッピーモーメント 片瀬西浜海水浴場 藤沢市片瀬海岸3 

17(火) 晴れ 15時〜19時 基準 プレ実験 桜木町駅前広場 横浜市中区桜木町1 

18(水) 晴れ 15時〜19時 募金箱デザイン 世界&シリア&横浜 桜木町駅前広場 

19(木) 晴れ 15時〜19時 募金箱デザイン 嬉しい&悲しい 桜木町駅前広場 

20(金) 晴れ 15時〜19時 募金箱デザイン 巨大 桜木町駅前広場 

21(土) 晴れ 10時〜14時 モーメント ゲン担ぎモーメント 本牧海釣り施設 横浜市中区本牧ふ頭１ 

23(月) 晴れ 15時〜19時 募金箱デザイン パーテーション 桜木町駅前広場 

24(火) 晴れ 15時〜19時 募金箱デザイン もふもふ 桜木町駅前広場 

25(水) 晴れ 15時〜19時 募金箱デザイン ヒーロー 桜木町駅前広場 

26(日) 晴れ 10時〜14時 モーメント 浄化モーメント 鶴岡八幡宮付近 鎌倉市小町２－１０－１８ 



Ⅳ 街頭実証実験の結果 

【サマリー】 

 

よく募金が行われる駅前では、募金箱前を通過した人の中で募金をした人の比率（「募金
率」と定義）は１％未満。つまり募金をする日本人はせいぜい１％くらいと想定される。 
 
インタビューの結果、募金する人の大半は「いつも募金する人」であることが分かった。 

彼らは慈善意識が高く、見返りを求めずに入れる傾向がある。また募金先（行先）はあまり
深く調べず、見かけたら入れるという人が多かった（募金積極層）。 

 
募金をしない人の多くは「気恥ずかしい、照れくさい」と募金に抵抗感。その真意はけして募
金をする気がないわけではないが、「みんな入れないのが普通の時に、自分だけそこから
はずれて募金箱に足を進める勇気がない」から、だった。 
  
募金箱のデザイン、募金箱が設置される周囲の環境により募金額や募金人数にかなりの
差があった。（各会場とも4時間実施して、金額は9,000円から75,000円までの開き） 
つまり募金箱や環境の工夫で、募金行動に大きな影響を与えられることが検証された。 
 
駅前以外の場所に持っていくと同じ募金箱でも「募金率」は大きく伸長。 

特に、滞留時間が長くそこにいる人たちがのんびりした気分になっている環境（ビーチ）では、
駅前でのプレ実験（基準）の約10倍と、募金率が大きく伸長した。 
 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



 

駅前以外の場所の特性として、滞留時間が長いことで募金箱を目にする時間・頻度も増え、
結果的に「募金活動を見て見ぬふりをすることができなかった」効果が大きいが、「ハッピー
な自分たち」が、炎天下の中で一生懸命募金を呼びかける募金スタッフを見過ごせない、と
感じて募金したという側面もあった。 
 

日本人の募金行動を拡大するうえで重要なのは、「募金先への共感・一体感」・「自分へのリ
ターン実感」・「アクセシビリティ（取りつき易さ）」の三要素であることが確認できた。 

募金先の多くが日本人にとって遠く、目に見えないことが既存の募金活動の制約であるが、
募金先を可視化する（泣いている子供の写真を募金箱に貼る、あるいは目の前の頑張って
いる募金スタッフ～制服姿の高校生～を直接的に応援する）ことで「共感」「リターン実感」
「アクセシビリティ」を全体的に向上できることが確認された。 
  

従来、「募金」は真面目に粛々と行われるものというのが社会常識だったが、今回トライした
「ヒーロー募金箱」（お立ち台に立ってお金を入れるとスタッフが喝采する）などでは「普段募
金をしない」という人の参加も誘発できた。今後、募金人口（積極層）の間口を１％以上に広
げるためには、今までの画一的な募金とは異なる多様な募金アイデアを試してみることが有
効であると考える。 

〇 

〇 

〇 

【サマリー（続き）】 



“子供スイッチ”が有効。 
 

 募金額を最終成果と考えると、貧困の子供に特化した「悲しい顔」「嬉しい顔」の 
 募金箱を並べたときが圧倒的な成果を上げた。それぞれの箱ごとの比較では、 
 圧倒的に「悲しい顔」が募金を集め、単価も高かった（1000円札が26枚とトップ） 
 特に30～40代母親層が「自分の子供がこんなに豊かなのに、放っておけない」 
  と共感度が上がったことが要因。  

【詳細分析①】 



“ヒーロー募金箱”が、募金消極層を取り込めた。 
 

 募金の間口拡大、という点では「ヒーロー募金箱」が最も募金人数を獲得した。ただし 
 夏休みに入り子供の参加が多かったので、単価は低く募金額では低めの結果。 
 また単価と募金額には相関傾向※があった。（＝単価を上げれば、総募金額も増える） 

【詳細分析②】 

※単価と募金額の相関係数 0.7055 



【詳細分析③】 

“ヒーロー募金箱”は、一体感とリターン実感の最大化で障壁を突破。 
  

 インタビューでは「お立ち台は恥ずかしい」という声が多く、スタッフにお金を手渡したり 
 後ろ側からこっそり入れる人が見られた。いっぽうで「いつもは募金に参加しないが、 
 はじめてやって気持ちがよかった」と喜ぶ人も。 
 つまりアクセシビリティを改善して「気恥ずかしさ」を払しょくするのが意外に難しいときに 
 むしろ、それとは違う方向で「スタッフと一緒にイベントとして楽しむ一体感・楽しさ」や   
 「褒められて照れるけど嬉しい」といった喜びを強化することで募金スイッチは入る。 
  
 ヒーロー募金箱は、「気恥ずかしさ」という精神的コストを大きく上回る「快感・楽しさ」 
 （リターン）を提供できていたといえる。スタッフの体力が必要だが、いままでにない募金  
 のかたちをデザインできた可能性。 



【詳細分析④】 

“巨大募金箱”は、リターン実感という点でヒーローと類似の効果。 
  

 インタビューで「大きいと、たくさん入れなくてはという気になる」という声があり、 
 単価、募金額、千円札の枚数でも基準（プレ実験）を上回ったことから、巨大化 
 には一定の効果が期待できそうだ。 
 ただし、「近づくまで募金箱と分からなかった」という声もありデザインについては 
 今後の精査が必要。 
  
 また、「勇気が必要なのは一歩足を募金箱の方へ踏み出す瞬間で、募金箱に 
 近づいてからはデザインはあまり関係ない」という声もあった。 
 もふもふも、パーテーションもその意味では「近づいてから有効な仕掛け」なので 
 本質的なアクセシビリティの改善にはつながらなかった。 
 
  
  



心身ともに余裕があって満ち足りた“ハッピーモーメント”が、大きな 
募金スイッチ。通行人の多く（10人から30人に１人）が募金に参加。 
 

 インタビューからは、海釣り施設（ゲン担ぎモーメント）も鶴岡八幡宮（浄化モーメント）も、      
 むしろビーチに近いハッピーモーメントであった可能性がある。駅前と違う心身のゆとり 
 がポイントか。 

【詳細分析⑤】 



“ハッピーモーメント”の代表であるビーチ（片瀬西浜海水浴場）では 
 「この暑い中、制服を着て頑張っているいたいけな高校生」への応援・ 
 賛同の声が多く見られた。（募金した人インタビューより） 
 
 ⇒遠く不特定の募金対象に共感・一体感を抱くのは難しいが、 
   今目の前にいる募金スタッフには共感を抱きやすい。 
   ということで強い「共感スイッチ」が入ったといえる。 
 

 「これは放っておけない」「ここで募金しているのは初めて見た」 
 「本当は自分だって遊びたい盛りだろうに、この暑い中きちんとして立派」 
 「お金を入れて、早く楽にしてあげようと思った」 などの応援・賛同の声多数。 
 裸同然で和む自分たちと制服姿の「落差」がよりその共感を後押ししたと考えられる。 

【詳細分析⑥】 

清楚できちんとした 
制服姿がカギ 
＝「制服スイッチ」 

ビーチの解放感との大きな「落差」が 
「見なかったふりができない」ポイント 



“たたみかけスイッチ”が存在する。 
  

  桜木町駅前の同じ場所で1週間、日替わり募金を実施したことで「毎日通るので、 
  見なかったことにできずとうとう入れた」という声があった。何回も視界に入ると、 
  入れないといけない気持ちになるようだ。その意味では、閉鎖空間で滞留時間が 
  長く募金箱の前を何回も通る場所（ビーチや海釣り施設）でもその効果があった可能性。 
  （募金箱をちょっと離して複数設置することでもアクセシビリティが向上する） 

【詳細分析⑦】 



APPENDIX 



7/17（火）

15－19時

7/20（金）

15－19時

7/23（月）

15－19時

7/24（火）

15－19時

7/25（水）

15－19時

7/15（日）

10－14時

7/21（土）

10－14時

7/26（木）

10－14時

プレ実験 子どもを守る　計 横浜 シリア 世界 子どのを貧困を救う　計 笑顔 悲しい顔 巨大 パーテーション もふもふ ヒーロー ハッピーモーメント ゲン担ぎモーメント 浄化モーメント

募金人数 124 146 32 56 58 199 93 106 116 60 81 138 134 58 122

プレ比 117.7% 25.8% 45.2% 46.8% 160.5% 75.0% 85.5% 93.5% 48.4% 65.3% 111.3% 108.1% 46.8% 98.4%

単価 ¥284.7 ¥284.2 ¥211.5 ¥227.1 ¥293.3 ¥377.5 ¥285.3 ¥458.4 ¥306.2 ¥193.8 ¥214.5 ¥190.4 ¥244.9 ¥158.2 ¥247.8

プレ比 99.8% 74.3% 79.8% 103.0% 132.6% 100.2% 161.0% 107.6% 68.1% 75.3% 66.9% 86.0% 55.6% 87.0%
※5000円札は除く

募金額 ¥35,304 ¥41,497 ¥11,768 ¥12,720 ¥17,009 ¥75,118 ¥26,532 ¥48,586 ¥35,520 ¥11,630 ¥17,372 ¥26,273 ¥32,814 ¥9,177 ¥30,227

プレ比 117.5% 33.3% 36.0% 48.2% 212.8% 75.2% 137.6% 100.6% 32.9% 49.2% 74.4% 92.9% 26.0% 85.6%
¥6,768

通行人数 13,138 21,858 9,089 12,769 24,604 12,666 11,938 21,966 23,445 16,326 15,796 1,480 858 3,237

プレ比 166.4% 69.2% 97.2% 187.3% 96.4% 90.9% 167.2% 178.5% 124.3% 120.2% 11.3% 6.5% 24.6%
※Wカウントあり

募金率 0.94% 0.67% 0.35% 0.45% 0.81% 0.73% 0.89% 0.53% 0.26% 0.50% 0.87% 9.05% 6.76% 3.77%

プレ比 70.8% 37.3% 48.1% 85.7% 77.8% 94.1% 56.0% 27.1% 53% 93% 959.3% 716.2% 399%
(募金人数/通行人数　×100)

募金効率 ¥268.7 ¥189.8 ¥129.5 ¥133.2 ¥305.3 ¥209.5 ¥407.0 ¥161.7 ¥49.6 ¥106.4 ¥166.3 ¥2,217.2 ¥1,069.6 ¥933.8

プレ比 70.6% 48.2% 49.6% 113.6% 78.0% 151.5% 60.2% 18.5% 39.6% 61.9% 825.1% 398.0% 347.5%
(募金額/通行人数　×100)

年齢性別など
・若年層が多い

・男女比

71：53

・複数入れ大人

が多い

・男性多い

（横浜のみ女性

多い）

・10代が多い

・男女比

12：20

・3,40代男性が

多い

・男女比

34：22

・3,40代男性が

多い

・男女比

36：22

・男女差が小さ

い（女性比率

大）

・ティーンが多い

・5,60代男性が

多い

・男女比

50：43

・3,40代女性が

多い

・男女比

54：52

・10代男性が多

い

・男女比

69：47

・あまり世代差、

男女差がない

・男女比

33：27

・10代女性が多

い

・男女比

44：37

・9歳以下、10

代、親世代が多

い

・男女比

80：58

・若年層男性が

多い

・男女比

102：32

・30代男性が多

い

・男女比

46：12

・4、60代女性

が多い

・男女比

47：75

千円札の枚数
16枚 2枚 7枚 6枚 12枚 26枚 22枚 5枚 7枚 11枚 12枚 2枚 12枚

7/18（水）15－19時 7/19（木）15－19時

【募金データ詳細】 



【募金額・金種内訳】 

7/17

（火）

7/20

（金）

7/23

（月）

7/24

（火）

7/25

（水）

7/15

（日）

7/21

（土）

7/26

（木）

プレ 横浜 シリア 世界 笑顔 悲しい顔 巨大 パーテション もふもふ ヒーロー ハッピー ゲン担ぎ 浄化

一万円 0

五千円 1 1

千円 16 2 7 6 12 26 22 5 7 11 12 2 12 140

五百円 12 3 2 11 12 23 8 3 4 12 13 5 8 116

百円 107 29 37 49 68 93 76 43 66 70 122 38 115 913

五十円 26 3 12 5 21 15 18 7 19 25 24 9 27 211

十円 115 20 38 32 59 88 87 43 75 91 79 38 123 888

五円 15 3 5 4 10 18 14 3 9 15 13 4 21 134

一円 79 3 15 19 42 66 80 35 27 38 59 27 42 532

その他

20ﾌｨﾘﾋﾟﾝﾍﾟｿ

紙幣2枚, 10ﾌｨ

ﾘﾋﾟﾝﾍﾟｿ硬貨2

枚, 5ﾌｨﾘﾋﾟﾝﾍﾟ

ｿ硬貨2枚

合計（額） 35304円 11768円 12720円 17009円 26532円 26532円 35520円 11630円 17372円 26273円 32814円 9177円 30227円 314932円

7/18（水） 7/19（木）

合計（数）



■7/15 片瀬西浜海水浴場 
 
・本当に自分たちもいまこうして暑い中でいて、みんなが遊んでるところに、ああやって募金で、炎天下に、遊びたいさなかに 
 高校生がしっかり、休みの日なのに、あそこに立って「募金お願いします」ってやってる。その姿に感銘して募金した。 
 
・私たちが楽しんでる間にすごく頑張ってるので、私たちも一緒に頑張ろうと。 
 
・やっぱりウィン・ウィンで。 
 
・暑い中頑張ってるぐらい、お金を求めてるところに募金をしないといけない状況なのかなっていう。 
 
・高校生の方がこんな暑い中、日陰も何もないのに、ひなたの中でかわいそうだな。それほど一生懸命募金してるんだなって 
 いうことで、その気持ちに応えてあげようと思って。 
 
・自分も息子が高校生にいて、この暑い中、お休みの日に立って、その気持ちが。頑張ってるなと思って、少しでもと思った。 
 
・暑い中大変だなと思って。あんな女性、美人な女性たちがあんな暑い中やってくれたら。 
 
・目は引くと思いますよ、だいぶ。海にこの制服で。 
 
・僕ら水着だからいいけど、制服着て、暑い中頑張ってるから、ちょっと募金しようかなみたいな。 
 
・自分が遊んでて、遊んで帰ろうとしてた時に、思いだしたというか、被災地、かたやそういう方々もいらっしゃるんだなと思って。 
 
・女の子たちに対して、早く終わらせてあげたいなっていうベクトルもちょっとあるかな。 
 
・みんな水着の中で開放感漂う中、制服着てたら、頑張ってるなって思う。 
 
・自分たちはすごい楽しいのに、彼女はすごい大変な思いで、そのギャップの差があるから、募金につながったのかな。 
 
・知らない大人の人がお願いしますって言ってるよりは、ちゃんと制服着て、どこの高校かな、地元の高校かなとか、知ってる 
 高校だったら。 
 

【募金した人・しない人の生声（抜粋）】 



片瀬西浜海水浴場（続き） 
 
・仕事の時だと心に余裕がなかったりするじゃないですか。早く次の現場行かないととか。そういうのがないんで、 
 ちょっと立ち止まってもいいかなみたいな気持ちになることはあると思いますね。 
 
・仕事中はやんないですね、たぶん募金やってても。通勤途中とかもたいてい急いでるんで、なかなか。 
 次の仕事のこと考えてたりして。もう行かなきゃな、電車来ちゃうみたいなのは、やっぱりありますね。 
 
・大人がいっぱい素通りしてる中、ずっと笑顔で声かけてたら、入れたくなっちゃいましたね。 
 
・募金って見慣れちゃってる。駅でもやってて、ここでもやってて、みんな入れてかないから、じゃあいいやみたいな。 
 入れないのが当たり前みたいな感じ。 
 
・勇気出なくて、入れたい気持ちはあるんですけど、いつも募金とかできてないですね、私は。 
 あの人いいことして、いい人ぶってみたいなことが怖いのかな。たぶんそれですね。みんな通ってても誰もやってない 
 から、私だけやってたら、見られたりするのかなっていう気持ちはあるかな。 
 
・罪滅ぼしです。 
 
・ふだんは入れないです。絶対入れない。 
 
 
 
■7/21 本牧海釣り施設 
 
・ふだんですと、仕事の帰りとか仕事中だったらあんまり行かないですけど、ここだと気持ちが違うじゃないですか。豊か
になるというか。心に余裕があるというか。自分の好きなことやってるからじゃないですかね。 
 
・気持ち的に、自分にそういういいことがまた起きたらいいなっていう、そういう感じですね。確かにそこの目の前でたばこ 
 吸うのに気持ちよく吸いたいみたいな。気持ちよく吸いたい、みたいな気持ちじゃないのかな。 
 
・長時間いるじゃないですか、ここの場に。そうすると長時間いるからなんか買おうとか、買いに行ったらおつりが出やす 
 いじゃないですか。休憩時間だから、２０円とかだったら入れてもいいかなみたいな。 



■7/17 プレ実験（桜木町駅前） 
 
・暑い中女の子たち頑張ってるので、募金活動とかもやっていただいてるので、それでスッと入れてしまった状態です。 
 
・かわいい女の子がやってたから。 
 
・ちょっといま心に余裕が。 
 
・応援っていう形ですかね。 
 
・彼女たち若いお嬢さんたちが頑張ってる姿見て感動しました。この暑さの中で。西日本の災害の支援かなと思った 
 んですが、それも含めての赤い羽根ということだったので。 
 
・私も高校生の時に募金活動やったことがあって、通ったら入れてあげようっていうのを決めてたんですよね。 
 ふだんから結構見かけると入れるほうです。自分がやって、なかなか入れる人がいないなっていう経験があったの 
 で、なるべく入れてあげたいなという。 
 
・待ち合わせの相手がなかなか来ないから。 
 
・勇気っていうか、僕そういうのあんまり欠けてるんで、入れにくいっていうのはあるかもしれないですね。 
 なんていうか、募金とかする人って、本当に誰かの力になりたいみたいな形で入れる方、本当にやさしい方が多いと 
 思うんですけど、そういう立派な方以外の方っていうか、僕みたいな人とかは、本当に入れるのか入れないのかみた 
 いな葛藤があって難しいんですよね、ちょっと。 
 そういうところがいろいろとあって、それも含めてたぶん勇気がいるっていうのがあるんじゃないですかね。 
 
 
■7/18 横浜・シリア・世界 
 
・お財布がなかなか出なかったので、１、２、３番目で入れさせていただきました。 

 
・きのうも募金やってるの、気付いてたんです。入れるのがなんとなく気恥ずかしいっていうか。だから、そう思って後ろ 
通ってきたんだけど、きょうは前通ったら、ちょっと入れてみようかなと、なんとなくそう思っただけです。 

 
・３か所とも同じかと思った。シリアと世界、一緒のような感じもするんですけどね。 



■7/19 嬉しい 悲しい 
 
・（悲しい顔は）ぱっと見て、かわいそうっていう感じがするじゃないですか。 
 
・人情としては、泣いてれば、かわいそうだなって。悲しい顔してるなと思えば入れたくなりますよね。 
 
・顔は見てなかったです。子どもっていう募金のタイトルでやりました。 
 
・子どもっていうのにひかれました。 
 
・子どもが重要。大人はいいの（笑）。 
 
・ちっちゃい命を大切にしてほしいから。もっと楽しく生きてほしいっていうか。 
 
・メッセージは読んでなかったです。 
 
・子供の貧困、どうにかならないのかなって、いつもニュースとか見て思いますので、できるかぎり働いてる大人が少し 
 ずつサポートしていくしかないんじゃないかなと思っています。 
 
・子どもには幸せになってもらいたいです。別に罪がないのにね。世の中のせいで不幸になるなんて嫌だわ。そんな 
 感じで、子どもに弱い（笑）。 
 
・泣いてる顔見て通りすぎていけないよ、普通は。そんな大金は出せないけどね。 
 
・ちょっとした差でどうしても恵まれない境遇にいるとか、ちょっとした差でだいぶ差がついちゃうっていうのは、人の気 
 持ちとして非常に不合理なところがある。そういうところは、いまみんなで考えていかなきゃいけないんじゃないかな 
 っていうのは、ちょっと感じてます。 
 
・自分の生活となんとなく照らし合わせやすいというか、そういった部分では、ポスターとかがあると、すごくアピールと 
 いうか、心に伝わりやすいところがあるのではないかって思います。 
 
 



・私と同じ都市の高校生がああやって声を上げているのを見て、素通りするのは少しどうかと思ったのと、あと、自分たち 
 の行動が何かにつながればいいなと思って募金をしました。初めてですね。 
 
・１人だと照れるけど、みんながいるから入れてみた。 
 
・きのうもやってて、なんか、頑張ってんなと思って。きのうは急いでたんで入れてなくて、ああーと思って。きょうは余裕が 
 あったんで、普通にぽこんと入れただけ。ほんとそれだけですけど。 
 
・募金しないのが普通じゃないかなって気もしますね。 
 あえてお金を、自分の財産をっていう感覚がみんなあると思うし、自分が募金される側だと思ったことないと思うので、 
 そう考えると、優しさに自覚的になると行動が起こせるのかなっていう気がしますね。 
 優しくしてもらっているとか、優しくしてあげてるっていうことを自覚すると、心に余裕がちょっと生まれるのかなって。 
 
・ふだんもこういう気持ちで、自分が思っているよりもたぶん価値のある使われ方をするかなっていう気持ちで、１日 
 １募金くらいしてるって感じですね。 
 
・自分自身も、周りの大人に守られて育ったなっていう気持ちがあるので、今度は大人になったので、今度は自分の 
 番だなっていう気持ちで募金するようにしました。 
 
・どんな募金でも、一応できる時があればしたいなっていうふうに思ってるので。あとは、プラス学生さんなんで、偉いな 
 と思って。 
 
・暑い中女の子が頑張ってるなと思って。 
 



■7/20 巨大 
 
・なんか、箱が大きくて目立ったのと、かわいい女の子が頑張ってたんで入れました。はい（笑）。 
 
・でも、大きい箱、いいっすね。絶対これぐらいのいいっす。気持ちよさ。なんですかね。目標値が高くなるじゃない 
 ですか。小さな箱がいっぱいになったら、よりも、あれがいっぱいになったほうがいいじゃないですか。 
 
・高いとこ好きだから（笑）。上るの好きなんだよ、うん。気持ちいいっすね。 
 
・入れるところがちっちゃくて、入れたあとにうれしい感じ。 
 
・ドキドキしましたね。フレッシュな感じで。 
 
・興味は湧きますね。やっぱ目につきますね。いつもと違うな。 
 
・今回は大きかったので、入れちゃえって。思い切って入れちゃえっていう感じがすごく大きかったと思います。 
 
・あら、ちょっと少なすぎたかなと。ちょっと、もうちょっとお札入れればよかったかなと思ってた。 
 
・あれ、１０００円とか入れたほうがよかったかなと思いました。あとで、ですけど。 
 
・僕は大きい貯金箱みたいな箱が結構目に入ってきて、あー、なんかやってんなって思って、それでですね。 
 こんな入るのかな？と。 
 
・みんなの思いが入っていけばいいなっていう気持ちはありましたね、大きいから。ちっちゃいと、みんなの気持ちも 
 入ってるんだけど、大きければ大きいほどみんなの気持ちが集まるかな、っていう気もします。 
 
・コンビニとかのよりも、結構責任は果たせてるというか。 
 
・体全体使うから、実感は残るかもしんないですね。パッて入れるよりも、よいしょって入れたほうが重みはあるかもしれない。 
 
・すがすがしいです。募金した、誰かのために募金したんだなと思います。誰かがこれで救われるのかなと思います。 
 
・かわいい女の子が４人並んでたから入れたんだよ。ハハハハッ。 



■7/23 パーテーション 
 
・日本人だけなのか分からないですけど、周りの人が見たら、「あいつだけ上に立ってる、いいことしてる」っていう 
 アピール感みたいに思われるんじゃないか、ってそんなイメージが、勝手に自分の中で出来上がっちゃうんじゃ 
 ないかなっていう。 
 
・１人とかだったら恥ずかしい。いいことだから恥ずかしいんじゃなくて、いいことする人が少ないから恥ずかしいって 
 いうことかな。 
 
・恥ずかしさって、たぶん入れる瞬間じゃなくて、行くまで、近くに行くまでにあると思うんですよ。 
 
・なんか毎日帰りに見かけてたので。 
 
・入れやすかったです。２６０円ぐらいかな。ごめんさない、小銭がそれぐらいしか入ってなくて。 
 
・街頭募金は、羽根がもらえる時だけです。赤い羽根は欲しいんで。池袋の時とかは４枚ぐらいもらいました。 
 



■7/24 もふもふ 
 
 
・めっちゃ暑いんですけど。ちょっと獣っぽい。暑苦しさがある。 
 
・これ、冬だったらいいんじゃないですかね。 
 
・遠目からは別に、あまり、普通に見えます。 
 
・金魚鉢かなんかがいい。つまり、涼やかっていう。 
 
・まあ、癒やされました。 
 
・なでませんでした。逆に勝手に触ったら失礼かなと思って。 
 
・ただ興味があって、なんだろうなと思って。でも、触りたいとか、気持ちよさそうだなとは思いましたね。 
 羽をむしって、くれるのかなと思いましたけど（笑）。何もなかったんで。 
 
・ふだんはそんなに募金とかは、あまり進んでするほうじゃないんですけど。 
 でも、ただ、今回はなんか、うーん、入れようかなっていう気になって。 
 
 
 



■7/25 ヒーロー 
 
・いいアイデアだと思う。特に、年をとると、若い人に拍手されるとうれしいですね。今は孫に拍手されるとうれしくてね。 
 
・ちょっといつもより多く。 景気よくなっちゃいました。何か、やってよかったなという気持ち。 
 
・多分、夏休みの宿題の日記に書くのかなと思って。それに貼りつけようかと。いい夏休みの思い出になったと思います。 
 
・順番待ちになってますね。 
 
・恥ずかしいけど、楽しい。 
 
・友達が周りにいたので、ちょっと勇気が出て入れました。ふだんは入れないです。 
 
・今回は華やかだったので、入れたくなりました。 
 
・やっぱり入れて、人のためにも役に立つし、うれしさがありました。 入れてから、やってよかったなという気分になりました。 
 
・毎日通ってたけど、今日だけちょっと派手で、前の人たちが楽しそうにやってたのを見て、アハハハハ。 
 
・きのうもやっていて、気になっていました。 
 
 

■7/26 鶴岡八幡宮付近 
 
・私は普通に待ち時間で、別に時間を。信号待ちで時間があったので、すぐできると思ったので。 
 



広告クリエーターが今までにない募金箱や寄付のアイデアを考えたケースは 
実は少なくありません。国際的な広告賞でもときどき秀逸な募金箱が受賞して 
います。しかし、その募金にまつわる抵抗感を構造的に分析し、複数の仮説を 
体系的に実証実験したという事例はあまり聞いたことがありません。 
 
その点で、今回、このような大規模な街頭実験調査の機会をご提供いただいた 
ことは当研究所にとっても大変貴重な機会でした。 
「勇気がない」消極層を動かす「共感スイッチ」の存在を確認できたことや、ビーチ 
やヒーローという「今までの募金概念」に囚われない募金デザインの可能性を見い 
だせたことも大きな成果だと思います。 
 
１％という狭い募金人口の間口を広げるためにはまだまだ様々なアイデアとチャ 
レンジが必要です。本研究を刺激剤として、各地で新しい募金デザインを挑戦して 
いただければこの上ない本望です。 
 
最後になりましたが、今回の実験のお声掛けをいただいた日本放送協会、募金 
活動にご協力いただいた神奈川県共同募金会、日本ユニセフ協会、そして炎天下、 
長時間にわたり頑張ってくださった関東学院六浦高校の生徒有志と指導教員・保護 
者の皆様・関係スタッフ各位に、この場を借りてあつく御礼申し上げます。 

【さいごに】 

2018年9月14日  博報堂行動デザイン研究所 所長 國田圭作 


