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1 まえがき
ユビキタス社会が到来し，常にスマートフォンで得ら
れた “情報”に基づいて意思決定するようになりつつあ
る．ユーザの行動や嗜好はセンシングされ，ユーザに合
わせた “情報”が提示されるように進化しており，我々
は “情報”に操られているとも言える状態にある．ICT

行動変容とは，“情報”の力をうまく活用して，種々の社
会問題解決のために人の行動を変えていくという概念で
ある．本発表では，ICT行動変容に関わる筆者の取り組
みについて紹介し，今後の展望を述べる．
2 ICT行動変容の典型例
まず，理解を促すため，ICT行動変容の典型例を示し，
その中で使われている技術要素について説明する．図 1

は，筆者が九州大学伊都キャンパスで実験中の ICT行
動変容支援システム [1]について示したものである．
このシステムは，コロナ対策の一環として開発された
ものであるが，特定の場所が特定の時間に混雑するとい
う問題をどのように解決するかという実証研究のプラッ
トフォームにもなっている．混雑度の計測は，スマート
フォンから発信されるWiFiやBLEなどの無線信号を観
測する手法 [2]を採用し，リアルタイムに，バス停や食堂
の混雑情報を発信している1．混雑度という情報をユー
ザにフィードバックすることで，食事場所や時間の変更，
形態（イートインからテイクアウトへ）の変更，通勤通
学時間の変更といった行動変容を期待している．単に，
グラフやアイコンで混雑度を可視化するだけのフィード
バックであれば，地図アプリや乗換案内アプリ等でも広
く実装されており，そうしたシステムが存在しない場所
にシステムを導入したに過ぎない．
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図 1 混雑平滑化を目的とした ICT行動変容の例
1https://hub.arakawa-lab.com/itocon/

ICT行動変容では，情報を単に可視化するだけではな
く，心理学，行動経済学，仕掛学などこれまでに実証さ
れてきた様々な行動介入テクニックを活用し，気持ちよ
く，楽しく，行動を変えてもらうことを狙う．例えば，前
述の混雑度可視化システムでは，ポイントを用いた外発
的動機付けを使いつつ，通知するメッセージのタイトル
や文面には認知バイアスを忍ばせてある．今後は，ゲー
ム性を追加したり，個人の行動に応じて内容や通知タイ
ミングを変えるといった工夫を施していく予定である．
そして，どのような工夫がどういう行動変容を誘発しや
すいのかということを明らかにしていく．
3 行動変容の種類と ICT行動変容の位置付け
現在，「行動変容」という言葉が最も使われている領域
は、生活習慣病の改善や予防を対象とした保健指導であ
る．そこでは，質問票などを用いて現状を把握し，カウ
ンセリングやワークショップといった人による介入を通
じて，健康という個人の便益につながる行動変容を促し
ていくものである．最近では，アクティビティリマイン
ダなどウェアラブルを用いた行動介入も広がっている．
一方，行動経済学や広告の世界では，消費行動を変容
させる種々の技術開発が進んでおり，個人の嗜好に合わ
せた広告提示や認知バイアスを用いた情報提示などは当
たり前のように使われている．これは，企業の便益につ
ながる行動変容と言える．
そして，新しい考え方として，社会の便益につながる
行動変容というものも広がりつつある．2016年に筆者
が「行動変容と社会システム研究会2」を設立した際に
はほとんど注目されていなかったが，コロナウイルス感
染症に関連して生まれた「外出自粛」や「三密回避」な
どはその一種である．ICT技術の活用は，接触確認アプ
リや前述の混雑可視化システム程度である．
ICT行動変容は，主に 3つ目の，社会の便益を対象と
した行動変容を目指すものである．無論，個人の健康増
進も，社会の医療費削減という意味もあるため，個人の
便益も対象に含まれる．同時に，システムを維持する必
要があり，企業にも便益のある仕組みである必要がある．
4 ICT行動変容で用いることができる行動介入
社会の中で，どのように人の行動に介入していくかと
いう手段については，阪大・松村教授が提唱する仕掛学
[3]（英語では、shikakeology）が参考になる．
行動介入は，大きく，物理的介入と心理的介入に分類
2https://bcss.ubi-lab.com/



される．物理的介入とは，人間の五感を刺激するフィー
ドバック型介入と，既知のものとの類似性（アナロジー）
や見ただけで使い方がわかる（アフォーダンス）という
フィードフォワード型介入に分類される．心理的介入は，
的を見ると狙いたくなるなど自分の内面から生じる「個
人的文脈」と監視カメラによる被視感など社会的な要因
から生じる「社会的文脈」の 2つに分類される．
ICT行動変容では，スマートフォン，スマートウォッ
チ，サイネージ等を用いたフィードバック型の物理的介
入を主としつつ，そこに認知バイアスやゲーミフィケー
ション [4]などの心理的介入を組合わせることで行動変
容を促進する．同時に，行動認識技術を用いることで，
人や社会の状態に応じてフィードバック内容を変えてい
くことで，人と社会の便益の両立を図る．行動認識技術
が重要となるのは，心理的介入の効果に個人差があるか
らである．例えば，アンカリング（値引き後の価格だけ
ではなく、元値を表示して割引率を強調する手法）とい
う認知バイアスに敏感な人もいれば，そうでない人もい
る．対話における日独比較研究では，文化によって好ま
れる表現が異なっていることも示されている [5]．
5 実証型研究による ICT行動変容の検証
そのため，企業がA/Bテストを行ないながらサービス
改善を行うのと同様に，社会への便益を目的とした ICT

行動変容においても実験的な検証を重ねながら，その効
用や限界を明らかにしていく必要があると考えている．
そこで，筆者は研究室など数十名規模の組織∼前述した
2万人規模の大学キャンパスで実証型研究を進めている．
5.1 職場を対象とした実証研究
個人に合わせた介入を実現するためには，人の状態の
センシングも重要になる．筆者らは，職場のウェルビー
イング [6]を目的に，バッテリー不要のライフロギング名
札 [7],継続的な姿勢センシングを実現するスマートチェ
ア [8]，ウェアラブルセンサを用いた内面状態のセンシ
ング [9]や推定 [10, 11]に取り組んできた．
5.2 CPSチャットボットを活用したコミュニティ活性化
コロナ禍によりオンライン講義やウェブ会議が当た
り前となったが，組織内の雑談など気軽なコミュニケー
ションが無くなることで，孤独感を感じたり，帰属意識
が低下するなど，組織としてのデメリットも多いこと
がわかっている [12]．そこで，筆者らは，CPS（Cyber-

Physical-System）チャットボットを開発し，対面コミュ
ニケーションを促進 [13]したり，オンラインでの雑談を
誘発 [14]したりする試みを行なっている．
6 おわりに
持続可能でウェルビーイングな社会を実現するために
は，個人が社会のため，地球のための行動を選択してい
く必要があり，ICT行動変容は，その意思決定のための
潤滑油として，楽しく，納得して行動を変えていく過程
を支援する．しかしながら，“情報”を見ない無関心層を
どのように巻き込んでいくか，フェイクニュースなど性
悪な “情報”に対してどのように対処するか，長期的な

観点で飽きや慣れなどにどう対処していくのか，“情報”

の信頼性をどのように担保するのか等，ICT行動変容を
実現するための課題はまだまだ山積みである．今後，ど
のような変容がどのような社会をもたらすのか未来予測
するデジタルツインなども登場することが期待される．
謝辞本研究の一部は，JSPS科研費（JP18H03233, 19H05665）
の支援のもと実施された．
参考文献
[1] R. Takahashi, et al.: “Itocon-a system for visualizing

the congestion of bus stops around ito campus in real-
time”, Proceedings of the 18th Conference on Embed-
ded Networked Sensor Systems, pp. 697–698 (2020).

[2] T. Akira, et al.: “Automatic parameter adjustment for
hybrid wifi and ble-based congestion measurement”,
The 13th International Conference on Mobile Com-
puting and Ubiquitous Networking, pp. 1–6 (2021).

[3] N. Matsumura, R. Fruchter and L. Leifer: “Shikake-
ology: designing triggers for behavior change”, AI &
SOCIETY, 30, 4, pp. 419–429 (2015).

[4] Y. Arakawa and Y. Matsuda: “Gamification mecha-
nism for enhancing a participatory urban sensing: Sur-
vey and practical results”, Journal of Information Pro-
cessing, 24, 1, pp. 31–38 (2016).

[5] J. Miehle, et al.: “Cultural communication idiosyn-
crasies in human-computer interaction”, The 17th An-
nual Meeting of the Special Interest Group on Dis-
course and Dialogue, Los Angeles, Association for
Computational Linguistics, pp. 74–79 (2016).

[6] Y. Arakawa: “Sensing and changing human behavior
for workplace wellness”, Journal of information pro-
cessing, 27, pp. 614–623 (2019).

[7] Y. Umetsu, et al.: “Ehaas: Energy harvesters as a sen-
sor for place recognition on wearables”, IEEE Interna-
tional Conference on Pervasive Computing and Com-
munications (IEEE PerCom2019), pp. 222–213 (2019).

[8] Y. Otoda, et al.: “Census: Continuous posture sensing
chair for office workers”, 2018 IEEE International Con-
ference on Consumer ElectronicsIEEE, pp. 1–2 (2018).

[9] Y. Tani, et al.: “Workersense: Mobile sensing platform
for collecting physiological, mental, and environmental
state of office workers”, PerHealth2020, pp. 1–6 (2020).

[10] S. Fukuda, et al.: “Predicting depression and anxi-
ety mood by wrist-worn sleep sensor”, WristSense2020,
pp. 1–6 (2020).

[11] H. Haruki, et al.: “Estimating work engagement with
wrist-worn heart rate sensors”, The 13th International
Conference on Mobile Computing and Ubiquitous Net-
working (ICMU2021) (2021).

[12] A. Shimazu, et al.: “Psychosocial impact of covid-19
for general workers”, Journal of occupational health,
62, 1, p. e12132 (2020).

[13] 田中宏和, 本松大夢, 中村優吾, 荒川豊：“連れ立ち行動促
進システムの提案”, 第 29回 マルチメディア通信と分散
処理ワークショップ (DPSWS2021) (2021).

[14] 本松大夢, 中村優吾, 荒川豊：“Slack における能動型質問
ボットの効果検証”, 研究報告モバイルコンピューティン
グと新社会システム (MBL), 2021, 2, pp. 1–8 (2021).


