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方法　属性把握アンケート

方法　痩身試験はじめに

ΔW

スタート時の体重

経過

体
重

減
量

Type A

Type B

Type C

Type A

Type B

Type C

面積＞0
　→　効果なし

合計面積＜0
　→　効果あり

面積＜0
　→　効果あり

「悔し泣きしたこと
ある」
「アドバイスは素直
に聞く」
「他人と自分を比
較」
「じゃんけんで負け
ても気にしない」
「競争時，順位が
わかるとより頑張
る」
「数値目標がある
と頑張る」

という傾向が高い
顧客には体重減
少推移グラフの共
有は有効

図：試験参加者の試験前アンケートによる属性評価
　　減量効果が観察された試験参加者と
　　観察されなかった参加者の比較

ヒト試験エビデンス：好属性
動的属性で本仮説適正受益者を見極め可能性あり

図：試験参加者の体重値回答
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ヒト試験エビデンス：回
答率高い属性で、グラ
フ共有有効傾向。

結論

痩身サービスにおける価値誘導モデル
  「特定の属性を持つ顧客グループに対して個々人の 
   体重減少グラフを共有することにより、負担の少な
  い痩身サービスによる体重減少/維持が期待できる」 
      →　詳細検討で数値モデル化へ
　　

制御資源
「体重減量
　比較グラフ」

”Intracommunity-induced 
Customer’s Value”

負担の少ない痩身過程
　   ”Quality of Process”
体重減少
　   ”Quality of Results”

特定の属性
「悔し泣きしたことがある」
「アドバイスされた時よく聞く」
「他人と自分を比べてしまう」
「じゃんけんで負けても悔しく思わない」
「競争時、順位がわかると頑張ってしまう」
「数値目標があると頑張る」
「まめに取り組む」傾向が強い方

痩身サービスの課題：効果不十分，リバウンド等の負の効果．
サービス受益者への負担：「今までの生活を変えなければならない（無理をしなけ
ればならない）」という自己制御力維持．
行動心理学的な考察：自己制御力は制御資源により発生．制御資源が枯渇すると
自己制御力は途絶える．制御資源は常に消費され，ストレス等により浪費もされ
る．制御資源は継続的に補充する必要がある．
痩身サービス満足度向上作業仮説：行動心理学的な因子（競争心，協同性）を活
用．痩身過程における受益者感情，痩身効果共に好影響を示す受益者属性を明ら
かにし，痩身サービス価値誘導モデル構築可能性を考察．

試験参加者：痩身を希望する健常者．男性6名，女性2名，20代〜50代．
手順：グループ形成し，一斉に痩せるような取り組みを開始．試験中，メンバーには
体重値，試験中の気持をアンケートで毎日回答．メンバーの体重値は体重減少量に
変換，推移を経時グラフ化し，グループ内で共有．
試験期間：1か月
倫理審査：産業技術大学院大学倫理審査委員会審査（受理番号：19005）．
＜質問，回答＞
1. この減量は辛いですか？
      (1) とても辛い　　　(2) やや辛い　　　(3) 我慢できる　　　(4) 全く辛くない
2.   何が辛いですか？
      (1) 減量はとにかく辛い　      (2) 減量結果を比較されるのが辛い　 
　   (3) 成果が出ない（減量しない）のが辛い　　　(4) その他
3.   この減量試験を継続できますか？

 (1) 今すぐやめたい（試験中止手続き）　　　(2) やめたいと思う時はあるが継続できる
      (3) 辛いが継続できる　　　　(4) 辛くなく継続できる　
4.  継続できる理由で当てはまるものを選んでく　ださい．
      (1) 体重を記録して，自分で顧みれるところ　(2) チームで減量することにより孤独感が排除される　
      (3) チーム内で減量することにより競争できるところ　　　(4) この中にはない
5.  定期的に送付されるグラフは励みになりますか？
      (1) 減量する上で全く励みにならない　　　　(2) 気にならない（必要ない）　
      (3) 減量する上で，やや励みになり，減量継続しようと思える　
      (4) 減量する上で，とても励みになり，減量がやや辛くても継続しようと思う
6. 送付されるグラフを見て，チーム内の誰が気になりますか？
      (1) 全く減量していない（あるいは体重が増えている）人が気になる　
      (2) 減量値が自分と近い人が気になる　　　　　　 (3) 減量値が自分よりやや多い人が気になる　
      (4) もっとも減量している（成果が出ている）人が気になる　

属性数値化のため，事前に下記の11の質問に対するアンケートを実施（マイナビ
ウェブサイト　2019を一部参考）．回答を4段階に数値化し，セマンティック・ディファ
レンシャル法 (SD法）により解析．
＜質問，回答＞
1. テストで今回93点とれた．次回は何点を狙いますか？
      (1) 全く気にしない　　　(2) 合格点(60点）以上を狙う　　(3) 94点以上を狙う
      (4) 100点しか狙わない
1. 悔し泣きしたことがありますか？

(1)全くない　　　(2)稀にある　　　(3)時々ある        (4)とてもよくある
1. 友達の成功談を聞くとどう感じますか？
      (1) 感動する　　　(2) やや感動する　　　(3) やや不快になる　  (4) 不快になる　
1. ドラマに出演するとしたら，どのように出演したいですか？
      (1) その他大勢の一人として出演したい　　　(2) チョイ役で出演したい　
      (3) 助演で出演したい　　　(4) 主役で出演したい
1. ライバルがいますか？
      (1) ライバルなんかいない　　　(2) 気になる人がたまにいる　　(3) 気になる人が時々いる　
      (4) かなりいる
1. アドバイスされたとき，あなたはどのような対応をしますか？
       (1) 全く聞かない　       (2) 稀に聞く時がある　   (3) たまに聞く時がある　(4) 素直に全て聞く　
1. 他人と自分を比較してしまうことはありますか？
       (1) 今まで全くない       　(2) 稀にある　        (3) 時々ある　         (4) とてもよくある　
1. 話を盛ってしまうことはありますか？
       (1) 全くない　           (2) 稀にある         　(3) 時々ある　       (4) とてもよくある　
1. じゃんけんで負けた時，どう思いますか？
       (1) 全く気にしない　       (2) 悔しく思う時もある　      (3) 悔しい　      (4) とても悔しい　
1. 競争しているとき，順位がわかるとより頑張りたくなる性格ですか？
       (1) 全く当てはまらない　  (2) 稀に当てはまる　   (3) 時々当てはまる　(4) とてもよく当てはまる
1. 数値目標があると頑張ってしまいますか？
       (1) 全く気にしない　   (2) 稀に気にすることがある　 (3) 時々気にする　(4) とても気にする　

図：試験参加者グループの体重減少推移、および試験中の感想

ヒト試験エビデンス：
グラフ共有は有効の傾向。減量効果有る人は負担
少傾向。

効果なし群：
グラフは必要ない

効果あり群：
グラフは励みになる
他人の推移が気に
なる
試験継続は辛くない
/我慢できる

効果なし試験参加者F：
試験は辛い
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A -24.1 あり

B -10.5 あり

C -31.8 あり

D -27.2 あり

E 30.6 なし

F 50.4 なし

G 1.0 なし

H -59.4 あり

試験前アンケートによる
属性把握

試験中、体重減量値、気
持ちを収集
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効果と属性の
紐つけ


