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多数ユーザの匿名化されたライフログを利用する行動継続支援システム
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はじめに
モバイル機器、各種センサの普及により、ユ
ーザの行動履歴を自動収集することが可能にな
った。近年では、収集した行動履歴を利用し、
学習や健康など人間の行動を支援するアプリケ
ーションが多数開発されている
。しかし
いずれのシステムも、継続使用されなければ行
動支援を十分に行うことはできない。そこで、
本研究では、これらのアプリケーションが収集
した行動履歴を利用し、これらのアプリケーシ
ョンと連携して、行動の継続を支援するシステ
ムを開発する。システムはモバイル機器での利
用を前提とする。
行動支援アプリケーションは個人の情報を蓄
積、利用していくものであり、通常は一人での
利用が想定されている。中には、他ユーザと情
報を共有し、他ユーザの情報を閲覧できるもの
もあるが、閲覧する行為もまた一人での利用で
ある。
行動を継続するには、他の人の働きかけや他
の人の見守りが有効であり、それと比較すると、
一人で行動を継続するのは困難である。一人で
利用する行動支援アプリケーションは、この点
で限界がある。他の人ではなく、システムがリ
マインドなど働きかけを行うアプリケーション
もあるが、システムではなく、実在する人間か
らの働きかけの方がより効果の高いモチベーシ
ョン維持が期待できる。
他の人が働きかけを行う場合、他の人が自分
の現状を正確に把握することが必要になる。そ
のためには実測値の利用がより有効であると考
える。たとえば学習における定期的なテストの
点数、ダイエットにおける体重などが該当する。
しかしこれらの情報を公開するには躊躇いが発
生する。発信を躊躇う情報に関しては、「友人
など人間関係に基づく情報発信に対する抵抗感
が高い一方で、第三者に対しかつ発現の履歴が
追跡されない情報発信に対する抵抗感は低い」
とされている 。
そこで、本稿では行動履歴を匿名化して情報
発信の抵抗感を低下させ、各ユーザに人間関係
の結びつきを持たせることで、モチベーション
を維持させる方法を検討する。
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関連研究
関連研究
継続を支援する関連研究に、自律学習継続を
支援する研究がある 。ライト付のペンにより、
学習者の進捗状況を提示し、また他者と進捗状
況をリアルタイムで共有することで学習意欲を
維持させている。本研究では、継続する対象を
学習等の一分野に限定しない。
さらに、望ましい行動の結果を与えた外発的
動機付けによる運動の継続支援システムが提案
されている 。収集した行動の達成度に応じた
画像をシステムが表示させる方法を用いている。
本研究では、システムではなく、他のユーザに
よる外発的動機付けを利用する。
3. 匿名性
Pfitzmann ら による匿名性の定義によると、
匿名性(Anonimity)とは、ある集合の中で主体が
同定できない状態をいう。リンク不能性
(Unlinkability) とは、複数の対象物のそれぞれの
主体を攻撃者が識別できない状態である。主体
および対象物の存在の有無を十分に区別できな
い状態が観測不能性(Unobservability)である。ま
た仮名とは、発信者、受信者に与えられる識別
子のことで、実名に変わって仮名が識別子とし
て使われている状態を仮名性(Pseudonymity)とい
う。情報の発信者や受信者を主体、主体が発信
または受信する情報を対象物、外部から主体同
士あるいは主体と対象物とを識別しようとする
ものを攻撃者として扱っている。
4. ユーザの
ユーザの特性
ユーザの特性をシステムの一部で利用するた
め、今回はエニアグラム性格論を用いる。エニ
アグラムでは、個人の特性を９つのタイプのい
ずれかに分類することができる。人材マッチン
グの研究 の中で、科学的に検証され、ユング
などの現代心理学と結びつき、人間の性格の多
様性・共通性の両方に着目した有効なものとさ
れている。各性格タイプは、自分が持ち合わせ
ていない特性を持つ他のタイプから学ぶことが
できるとされており、関係性の方向が決められ
ている。これを「統合の方向」という(図１)。
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図１ 統合の方向
5. 継続支援システム
継続支援システム
5-1. システム概要
システム概要
本システムは、登録されたユーザの行動履歴
として、他のアプリケーションから収集したデ
ータを利用する。収集したデータを匿名化し、
各ユーザ間の結びつきを推奨し、Role（モデル、
サポーター、ライバル、ファン）を設定する。
ユーザにとって、モデルは手本となり、サポー
ターは励まし役、ライバルは刺激し合う相手、
ファンはお気に入りユーザである。ユーザは自
分と結びつく各ユーザに対して任意の名前をつ
けることができる。Role を設定した各ユーザ間
の関係を示す(図２)。実線は各 Role の行為を表
し、破線は情報が公開される方向を表す。
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図２ 他ユーザとの関係
5-2. 匿名化された
匿名化されたライフログ
されたライフログ
本システムは、あるユーザの行動履歴を行動
ごとに切り離すため、ユーザと行動のリンク不
能性を満たすことができる。また自分の行動履
歴を管理するため、各ユーザには ID が付与され
ているが、他ユーザには ID を公開しない。よっ
て観測不能性が満たされるため、匿名性の強さ
に関する分類[9]によると、ユーザ間の匿名性が
最も強い状態といえる。
5-3. Role 付与方法
付与方法
ユーザをエニアグラム性格論によって９つの
性格タイプに分類する。他ユーザの中から、統
合の方向をもとに自分に合うモデルを抽出し、
さらに継続性が高いユーザを優先させ、モデル
を決定する。
サポーターとライバルに関しては、同じ継続
目標や属性情報(性別、年齢)を持つユーザから
推奨される。

ただしファンに関してはシステムの推奨によ
らない。継続目的が同じ他ユーザの情報を閲覧
できるコミュニティを各ユーザに提供し、気に
入ったユーザをファンとして登録する。誰かに
登録されることで、自分のファンという Role が
設定される。
5-4. 継続支援
ここでは毎日ジョギングを継続しているユー
ザ A を例として使用するデータおよびその流れ
を示す。他ユーザとの関係が図２の状態である
と仮定する。A は D のジョギングに関する行動
履歴(走行距離、時間ごとの目標値と実測値)を
閲覧し、D をサポートする。A のジョギングに関
する行動履歴は C に公開され、C から同様にサ
ポートを受けるが、D へのサポートが完了する
まで、サポートを受けることができない。ユー
ザ同士のサポートを環状にすることで、継続し
やすくさせることを狙いとしている。また、A
は B の継続状況に関する時系列データを参照す
る。自分の時系列データと参照することで、継
続意識を高めることを狙いとする。F とは互いの
行動履歴、継続状況を比較し、互いの意識を刺
激し合うことを狙いとする。
6. おわりに
本稿では行動継続支援システムの提案を行っ
た。今後は、実装と実験を行うことで、システ
ムの有効性を検証していく。また、行動履歴か
からユーザの性格を導き出し、他ユーザとの関
係を推奨する方法についても検討していく。
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