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要旨 

 

 COVID-19の感染の収束には、市民の感染予防行動が不可欠である。しかし、当事者意識や危機意識

が薄い人々もおり、市民ひとりひとりの意識を変え感染予防行動を促すことは困難である。そこで、

誰もが感染予防行動を自然にとることができる方策を提案するために、行動経済学の「ナッジ」に着

目して感染予防対策を検討した。 

 本研究は、ナッジライブラリーの作成、感染予防行動に関する意識調査、ナッジを用いた感染予防

対策の開発、開発した感染予防対策の評価の4つのステップで行った。意識調査から、人や集団によ

り感染予防行動を阻害するボトルネックは異なり、全ての人に効果的な対策はないことが分かった。

それに対して効果的に作用するナッジを用いた感染予防対策を検討することで感染予防行動を促進で

きると考える。ナッジを用いた感染予防行動を継続させるためには、簡単で魅力的で飽きにくく、習

慣化できるような仕掛けや環境作りが重要である。 
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1.背景・目的 

COVID-19が世界中で猛威を振るっており、日

本を含め各国が感染を食い止めるために様々な

政策を打ち出している。多くの国は外出禁止令

を出してロックダウンを行っている。その中に

は、外出自粛を徹底するために、ドローンなど

で市民を監視し、外出した者を逮捕して強制的

に屋内にとどめるなどの措置を行っている国も

ある。強制することは一時的に感染拡大の抑止

力になるが、COVID-19収束後の市民生活への影

響を考えると不安の方が大きい。 

 一方で、日本は市民の主体的な感染予防行動

を促し、行動を変えていくことで、持続的に感

染を抑え込むことを目指している。このため、

市民が行動を変えていかない限り、感染拡大を

防ぐことができない。市民が自らの健康を守る

ことで、他人の健康を守ることができるような

対策を講じていく必要がある。 

私たちは「市民が一丸となって自主的に感染

予防対策を行うことのできる社会」を実現する

ことこそが、感染対策において重要であると考

えている。感染予防の担い手であるという当事

者意識を市民全体に共有することは非常に難し

く、ひとりひとりの意識を変え行動に移すよう

促すことはさらに困難である。そこで、当時者

意識が薄くても感染拡大防止行動を自然にとる

ことができる方策を提案するために、行動経済

学の「ナッジ」に着目した。 

 本研究は、市民がより好ましい予防行動をと

ることを後押しする方策を探索し、また日本人

の文化や行動様式にあったナッジを開発し、こ

れを普及するために社会に向けて発信していく

ことを目的としている。 

 

2.方法 

 本研究は、ナッジライブラリーの作成、感染

予防行動に関する意識調査、ナッジを用いた感

染予防対策の開発、開発した感染予防対策の評

価の4ステップで構成されている。 

ステップ1では、世界各国のナッジを活用した

感染予防対策を収集しまとめたナッジライブラ

リーの作成、ステップ2では、全国の大学生の感

染予防における意識調査を実施し、予防行動の

ボトルネックの分析を行った。そして、ステッ

プ3では調査結果をもとにボトルネックに対応し

たナッジによる感染予防対策を考案し、ステッ

プ4では考案した感染予防対策の使用可能性を評

価する調査を実施した。 



 以下に、各ステップの方法の概要を記す。 
 

2-1 ナッジライブラリー作成 

 多くの人々が活用することのできる方法を選

択するとともに、医療・介護施設にも応用でき

る方法を示すことを目的として、学術論文や新

聞報道、ブログ、SNS等を用いて世界各国から情

報を集め、ナッジを活用したCOVID−19感染予防

対策を探索した。その中から、感染予防効果が

認められ、日本国内においても活用できると考

えられる内容を選択し、手指衛生・咳エチケッ

ト・ソーシャルディスタンシングの３つに分類

してまとめ、医療・介護施設での応用について

研究を行った。 

 

2-2 感染予防行動に関する意識調査 

 感染予防対策におけるボトルネックを探り、

ナッジを用いた新たなCOVID-19感染予防対策を

検討するため、COVID-19感染拡大下での感染予

防行動(手指衛生、咳エチケット、ソーシャルデ

ィスタンシング)の実態とそれぞれの予防に対す

る意識について、アンケートを実施した。アン

ケートは全国の学生を対象に、Googleフォーム

を用いてweb上で行い、集計期間は2020年8月13

日から8月31日までの19日間とした。調査内容は、

「帰宅時・外出時・食事前の手指衛生」「咳エ

チケット」「ソーシャルディスタンシング」毎

に、それぞれの実施頻度や実施理由・実施でき

ない理由を尋ねた。また、アンケートの回答はS

PSS分析ソフトを使用し、記述統計、属性(学部、

地域)による相違等についてχ二乗検定を行った。 

  

2-3 ナッジを用いた感染予防対策の開発 

 当事者意識や危機意識が薄い人々においても

自然と感染予防行動をとることができる方策を

提案し、COVID-19の感染収束に役立てることを

目的に、新たなナッジを用いた感染予防対策を

考案した。 

2-2で実施したアンケートの結果を分析し明ら

かになったボトルネックについて考察を行い、

有用なナッジのポイントであるEAST[Easy / Att

ractive / Social / Timely](The behavioural 

insights team,2014)の4つの視点から、日本人

の文化や行動様式にあったナッジを用いた感染

対予防対策を考案した。 

  

2-4 開発した感染予防対策の評価 

 2-3で考案した6つのナッジを用いた感染予防

対策の使用可能性を評価し、改善するための意

見を募ることを目的として、全国の大学生を対

象に再度web上でのアンケートを実施した。アン

ケートの集計期間は2020年11月22日から11月30

日までの９日間であった。 

調査を行った感染予防対策の内容は、「消毒

液を十分量使うとはなまるが出てくる消毒ボト

ル」「スマホ除菌を促すポスター」「消毒の減

りが目に見えて分かるデザイン」「帰宅時の手

指衛生を促すデザイン」「除菌シート付きスマ

ホケース」「正しく着用しないと笑われてしま

うマスク」の合計６つ感染予防対策について、

それぞれ「使いたい」度合い・理由、「継続し

て使いたい」度合いについて尋ねた。アンケー

トの結果は、2-3と同様にSPSS分析ソフトを使用

し、定量分析を行った。 

 

3.結果 

3-1 ナッジライブラリー作成 

 ナッジを活用したCOVID-19感染予防対策とし

て、手指衛生18件、咳エチケット2件、ソーシャ

ルディスタンシング17件の計37件が収集された。 

ナッジライブラリーには、収集した感染予防対

策の概要、効果的だと考えられる理由、医療介

護施設への応用の3つで構成された。左側には感

染予防対策の概要を写真付きでエビデンスとと

もに紹介した。右側には、なぜ効果的であるか

というナッジのポイントと、医療介護施設への

応用について検討したものを記載した。 

 

 
図1 ナッジライブラリーの一部 

 

3-2 感染予防行動に関する意識調査 

495件の回答があり、有効回答は469件（94.7%）

であった。回答者の属性は、学部は文系が200人

(42.6%)、理系が94人(20.0%)、医療・福祉系が1

75人(37.3%)で、性別は男性が115人(24.7%)、女

性345人(74.0%)、地域は関東地方362人(78.0%)

でその他は102人(22.0%)であった。 

「手指衛生」をそれぞれ実施していた人(必ず

行っている・おおよそ行っていると答えた人の

合計)の割合は、帰宅時が91.7%、外出時が53.5%、

食事前は88.2%であった。「咳エチケット」を実

施していた人の割合は94.9%、「ソーシャルディ

スタンシング」を実施していた人の割合は74.8%

であった。学部・地域による意味のある違いは

認められなかった。 

調査結果からは、大学生の7割以上が日常的に

感染予防行動をとっていることが分かった。特



にマスク着用や広い空間がある場所でのソーシ

ャルディスタンシング、外出時や食事前の手指

衛生は習慣化していることがうかがえた。感染

予防行動を実施する理由は、手指衛生、咳エチ

ケット、ソーシャルディスタンシングいずれも

「感染したくないから」や「周りの人に迷惑を

かけたくないから」が上位にあがった。感染予

防行動を実施できない理由に対しても分析を行

い、それぞれのボトルネックを明らかにした。

手指衛生ができない理由としては、「うっかり

忘れ」が多く、外出時の手指消毒では「近くに

消毒剤がない」が主な理由であった。咳エチケ

ットでは「めんどうくさい」「マスク着用は息

苦しい」、ソーシャルディスタンシングでは

「常にソーシャルディスタンシングが取れる

場・空間がないから」が実施できない主な理由

だった。 

 

3-3 ナッジを用いた感染予防対策の開発 

 3-2で明らかとなったボトルネックを踏まえ、

ナッジを用いた感染予防対策として、6つの感染

予防対策を考案した。 

図2は、「消毒液を十分量使うとはなまるが出

てくる消毒ボトル」である。この消毒ボトルで

は、消毒ボトルのノズルを最後まで押し、手指

消毒剤を適正量使うと「はなまる」が出る仕掛

けを使用している。つまり、適切な行動を取る

と褒められるというフィードバックを使用し、

正しい手指衛生を動機づけるものである。 

図3は、「スマホ除菌を促すポスター」である。

このポスターでは、インパクトのあるフレーズ

やチェックボックスを用いることで、フィード

バック効果を与え、行動を誘導することを目的

としている。 

図4は、「消毒の減りが目に見えて分かるデザ

イン」である。この消毒ボトルでは、消毒の減

り具合を可視化することにより、消毒液の使用

を動機づけている。 

図5は、「帰宅時の手指衛生を促すデザイン」

である。このデザインでは、ドアノブにばい菌

シールや手指衛生を促すメッセージを貼ること

で、菌の可視化や行動の想起を促し、帰宅時の

手指衛生の動機づけを目的としている。 

図6は、「除菌シート付きスマホケース」であ

る。このスマホケースでは、普段持ち歩くスマ

ホケースに除菌シートを貼り付けることで、除

菌シートの携帯を容易にし、外出時での手指消

毒を促すものである。 

図7は、「正しく着用しないと笑われてしまう

マスク」である。このマスクでは、マスクを不

適切に着用すると羞恥心を覚えるような装飾を

施すことで、適切なマスクの着用を誘導するこ

とを目的としている。 

 

 
図2:消毒液を十分使うとはまるが出る消毒ボトル(左） 

図3:スマホ除菌を促すポスター(右) 

 

 
図4:消毒の減りが目に見えて分かるデザイン(左) 

図5:帰宅時の手指衛生を促すデザイン(右) 

 

 
図6:除菌シート付きスマホケース(左) 

図7:正しく着用しないと笑われてしまうマスク(右) 

 

3-4 開発した感染予防対策の評価 

192件の回答があり、有効回答は183件であった。

属性は、学部は文系75人(41.0%)、理系71人(38.

8%)、医療・福祉系30人(16.4%)、その他が7人(3.

8%)、性別は男性46人(25.1%)、女性133人(72.

7%)、地域は関東地方162人(88.5%)、その他が21

人(11.5%)だった。 

開発した感染対策に対して「使ってみたい」

と答えた人は表1の通りである。このことから、

図2や図4のように自分で作る手間がないものや

既製品を少し工夫するだけのものの方が簡単で

あると受け止められていることが分かった。ま

た、図3や図5に挙げられるような見慣れないア

イディアが人々の関心を集めた。図6の感染予防

対策が「使ってみたい」「継続してみたい」と

答えた割合がいずれも最も低かった。 

 

表1 考案した感染対策に「使ってみたい」という回答数 

図2 136人(74.3%) 図5 110人(60.2%) 

図3 132人(72.1%) 図6 67人(36.9%) 

図4 127人(64.9%) 図7 36人(19.6%) 

 

 

4.考察 

 3-1より、文献・記事等の検索やナッジライ

ブラリーの作成を通して、国内外には生活の中



に簡便に取り入れることができる魅力的なナッ

ジのアイディアが多く存在していることを発見

した。長引く感染状況の中、人々の感染予防行

動を継続させるには、人々の関心や興味を引く

ナッジを用いた感染対策をうまく組み込むこと

も重要だろう。 

3-2より、帰宅時や食事前の手指衛生のボトル

ネックに対しては手指衛生を意識させたり、ば

い菌を可視化するナッジを活用したりすること

で、手指衛生の習慣化を促進できるといえる。

一方で、外出時においては、物品や環境の不足

が手指衛生の遵守を妨げていることが分かる。

手指衛生を行える環境を整えることが有効だろ

う。咳エチケットのボトルネックはマスクを着

用することによる不利益が挙げられる。特にマ

スク着用による息苦しさから鼻をマスクから出

している人が散見されるが、マスクを適切に着

用しなければ効果は低下する。適切に着用する

ことを後押しするナッジを用いたマスクが必要

である。これらの考察を3-3の開発に反映させた。 

3-4では、考案した感染予防対策をナッジ設計

のフレームワークであるEAST(Easy / Attractiv

e / Social / Timely)に従って評価すると、使

用したいと回答した割合が高かった対策は、”

簡単・簡潔”で”魅力的・印象的”であると評

価されたものであることが分かった。さらに、

見慣れないアイデアが関心を引きやすく、使用

時の見栄えを気にする意見も多かったことから、

デザイン性や新規性で関心を惹きつけることも

重要であるといえる。 

人や集団によって感染予防行動のボトルネッ

クは異なることから、全ての人の行動変容を促

すナッジを用いた感染予防対策を考えることは

難しいといえる。そのため、それぞれの予防行

動のボトルネックを探り、それに対して効果的

に作用するナッジを用いた感染対策を検討して

いくことが重要であると考えた。また、ナッジ

による対策が広く使われ効果を生み出すために

は"簡単・簡潔"で"魅力的・印象的"であること

が不可欠である。感染予防行動を継続するため

には、簡単で魅力的で飽きにくく、習慣化でき

るような仕掛けや環境作りのさらなる検討が必

要である。 

 

 

5.本研究の限界と課題 

 本研究のアンケート調査の回答は、495件と

限られており、関東在住者や女性の回答者が多

かった。そのため大学生の感染予防行動を知る

一資料とはなるが、得られた結果を一般化する

ことはできない。 

また、考案したナッジを用いた感染予防対策

は、実際に大学生に使用してもらう実証実験を

行ない、使用頻度、継続性等について評価を行

なう予定であったが、研究期間内の実施には至

らなかった。今後は、実証実験を行って有用性

を検証し、ナッジを用いた感染予防対策を改善

し、学生や医療・介護施設へ広めていきたい。 
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