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要　旨

　我が国は超高齢社会を迎え、常勤医師のいない特別養護老人ホームでは、入居者の認知症の
症状改善のため、施設スタッフやボランティアがさまざまなレクレーションを非薬物療法とし
て実施している。ロボット・セラピーもそのひとつであり、高齢者のほか、小児病棟での応用
が期待されている。筑波学院大学では開学以来、ロボット・セラピーに関する研究活動を推進
してきた。本稿は2016年度の研究活動をまとめたものである。

キーワード： ロボット ･セラピー、高齢者介護、認知症、スマート・コミュニティ、インクルー
シブロボット

Abstract

 Japan is under a super-aged society, and various recreations are executed to improve the 
elderly people＇s dementia. The robot therapy is the one of recreations for the elderly people with 
dementia, and is thought to be useful to encourage pediatric patients who stay at the hospital for 
long term. In this report, the activities of robot therapy in Tsukuba Gakuin University in 2015 are 
described.

1 ．はじめに

　筑波学院大学では、開学以来、これらのロ
ボットを用いたロボット・セラピーの研究を
推進してきた。本稿は筑波学院大学における
2016年度のロボット・セラピー研究活動につ
いてまとめたものである。
　2016年度は高齢者のコミュニケーション活
性化を目的としたロボットを用いるレクレー

ションとグループ型ロボット・セラピーの実
施方法に関する研究を行った。

2 ．ヒューマノイド型ロボットNAOを
用いるレクレーションの試み

2．1　背景と目的
　我が国では現在急速な少子高齢化が進み、
認知症高齢者のケア、少子化の原因の一つで
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ある保育園減少などが大きな社会問題となっ
て久しい。認知症の治療は、薬物療法と非薬
物療法があるが、非薬物療法では身体を動か
すレクリエーション等が実施されているが、
介護職不足が問題となっている。一方、保育
園減少の原因は保育士不足にある。介護職不
足、保育士不足の原因の一つは、業務内容の
多忙にある。保育士の場合、業務内容の改善
がされれば 6割の保育士が再就職したいと答
えている。本研究では、介護職や保育士の業
務を支援するため、3種類のロボットを用い
るレクレーションプログラムを試作した。

2 ．2　レクレーションプログラム
　レクレーション開始のイントロである「会
話プログラム」、コミュニケーション型ア
ミューズメントである「おとぎ話プログラ
ム」、身体的アミューズメントで身体的活動
を促す手話ダンスプログラム」を開発した。

（1）会話プログラム
　会話プログラムは、インターネットを経由
して、語彙を登録することで様々な言葉を話
すことができ、天気予報なども教えてくれ
る。図2.1に開発したプログラムの内容を示
す。

（2）おとぎ話
　おとぎ話は「桃太郎」「カチカチ山」「しっ
ぽで釣り」「金太郎」「猿蟹合戦」の 5つの話
を図2.2の動きをしながら話すことが出来る。

（3）手話ダンス
　手話ダンスは「さんぽ」と「手のひらを太
陽に」の 2つの歌に合わせて NAOがダンス
をする。高齢者や子供にもマネのしやすいよ
うな動作を入れ、音楽に合わせて踊るように
した。図2.3にプログラム内容（NAOの開発
ツールであるコレグラフでは動作と音楽の箱
を図のように配置してプログラムする）、図
2.4に実施の様子を示す。

2 ．3　実験結果と考察
　手話ダンスは笑顔でマネする人や、ダンス
が終わると「もう 1度やってほしい」など
の声も上がり、1番楽しんでくれていた。ま
た、ダンスをマネすることや、笑顔になるこ

図 2.1 　会話プログラム

図 2.2 　おとぎ話の動作

図 2.3 　手のひらを太陽に　コレグラフ

図 2.4 　手話ダンス実施の様子
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とで認知症に対する身体的療法や精神的療法
を促せる可能性を示した。今後、プログラム
の種類を増やし、より一層効果的なものにし
ていきたい。また、保育分野でも活用できる
アミューズメントプログラムにしていきた
い。

3 ．ヒューマノイド型ロボット PALRO
の遠隔操作システム

3．1　背景と目的
　本研究では認知症の改善・予防を目的とし
た PALROを用いるレクレーションに用いる
遠隔操作プログラムを改良し、Kinect v2とオ
ンライン接続する UDP通信を使った遠隔操
作システムを開発した。

3 ．2　UDP通信を用いる遠隔操作システム
　従来は、セラピストが遠隔操作することに
よってコマンドを送信してレクリエーショ
ンを行っていた。本研究では高齢者の動き
を Kinectで検出して、その動きに応じて
PALROが動くレクリエーションを検討した。
Kinectとオンライン接続する UDP通信は、
送信先と宛名を指定し、リアルタイムで少量
のデータを高速で送信したい時に使用する通
信方式で、Kinectで読み取った手の位置情
報を 0～100の間で数値化して PALROを接
続しているクライアントに番号データとして
送り、数値に合わせたコマンドを PALROに

自動的に送信し動作を行う。本研究では試作
として UDP通信とピコ太郎の PPAPを使用
してレクリエーションを作成した。PPAPに
は、右手を挙げる、左手を挙げる、右手と左
手を合体する、という 3つの動作がある。 3
つそれぞれの動作のコマンドを作り、動作す
る条件となる数値を割り当てることで、初め
て PALROと Kinect間の通信が行われる。
　現在開発したレクリエーションは PPAPだ
けであるが、新たにコマンドを追加し、数値
の条件を割り当てることで高齢者一人ひとり
に対応したプログラムを作成できる。図3.1
に PALROと Kinectの配置を示す。

3 ．3　今後の課題・結論
　開発をした Kinectとの UDP通信の特徴は
ボタン操作をしなくても動作が可能なところ
である。今回は PPAPだけを試作として作成
したが、高齢者の動きに合わせた歌を自動で
歌うといったことも可能なので UDP通信を
使用できる幅は広い。今後の課題は PPAP以
外にも、高齢者が動きやすい動作を追加した
新たなゲームを作成したい。

4 ．Kinect を用いた身体運動レクリエー
ションの開発

4．1　研究の背景と目的
　認知症予防の一環としてマイクロソフト
が開発した Kinectの特徴であるモーション
キャプチャを用いて、身体運動レクリエー
ションを目的としたプログラムの開発した。

4 ．2　身体レクリエーションの開発
　リハビリテーションを目的とするため、対
象は介護施設の利用者とし、車椅子の方でも
実践できるように上半身のみを動かす「手挙
げゲーム」とピコ太郎の「PPAP」を上半身
のみで踊る事をリハビリテーションとして実
施することにした。また、PPAP採用の理由図 3.1 　PALROと Kinect の配置
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は、リハビリテーションを通じて最近の流行
を知って頂き、家族と会話する際に話題の一
つとして提供できたらコミュニケーション能
力も養える可能性があると考えたからであ
る。

4 ．3　プログラム内容
　プログラムを動かした際のカメラと操作
画面を図4.1に示した。操作画面では、右手
を挙げている状態での数値が表示されてい
る。「座位」と表示した下部には0.3以上だと
立位、0.3以下だと座位と表示される。「右手 

を～」と「左手を～」の表示欄のそれぞれの
上部が両手の高さの数値であり、0.7以上だ
と挙手している判断になる。右手と左手の距
離感は「距離が～」の上部に数値表示されて
おり、この値が0.7以下だと距離が近いと表
示される。手挙げゲームをする際の音声誘
導は「挨拶」「botton3」「botton4」ボタンで
実行し、PPAPは「PPAP」ボタンを押すこ
とによって図4.2に示す写真のような挙手で、
PPAPの振り付けと同様の順番に挙げると
Kinectから歌詞が流れるようになっている。

4 ．4　結論
　本研究では、高齢者を対象に身体的運動を
促すリハビリテーションを目的とするKinect

でのレクレーションのプログラム開発をし
た。PPAPの導入は新しい試みであり、どの
ような効果を齎すかは未知数である。また、
PALROや PaPeRoなどと接続が可能な為、
同時にレクリエーションをやるとより効果的
になるであろう。プログラムを通して健康維
持運動のやる気を引き出し、介在者の負担を
軽減できる手助けを出来ればと願う。

5 ．グループ型ロボット・セラピー実施
方法の検討

5．1　研究背景と目的
　日本は現在、超高齢社会（総人口に対して
65歳以上の高齢者人口が21％を上回った社
会）となった。高齢者ケアでは、以下の生活
の質を高めるかが大きな課題である。他人と
のコミュニケーションは言葉や文字などの自
己表現により自身の欲求を満たし、相手を思
いやる・気遣うことにより生活の質を高める

図 4.1 　操作画面

図 4.2 　PPAP
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ことに直結すると考えられる。本研究では他
人とのコミュニケーションに着目し、動きの
あるロボットや癒し系のロボットを用いるロ
ボット・セラピーが、高齢者にどのような影
響を与えるか検討した。

5 ．2　ロボットの組み合わせの検討
　ロボット・セラピーに用いるロボットには
様々なものがあるが、動きのあるロボット
として AIBO、癒し系のロボットとしてネコ
ロ、パロの組み合わせを検討した。その結
果、ロボットの配置は、3テーブル全て同様
に、「AIBO」+「ネコロまたはパロ」を配置
したときが高齢者の反応が良好であった。そ
の理由は体験者の中に動きが活発なロボット
が苦手な方がいる、癒し系のロボットを希望
する方がいるので、このような配置が適して
いると考えられる。

5 ．3　体験者のグループ構成の検討
　介護施設の体験者の中には、元気な方（能
動的）や、無反応の方（受動的）、認知症の
方など様々な人がいる。グループ構成とし
て、「能動的なグループ」と「受動的なグルー
プ」に分け、反応の差異を調査した。
　図5.1に示す能動的なグループは自らロ
ボットに触れたりして楽しんでいる様子が見
られた。一方、図5.2の受動的なグループで
は、周りを見渡す高齢者や、時間が経つにつ
れて飽きてしまい席を離れる高齢者も見られ
た。
　この結果より、レクレーションを活性化す
るには、能動的な方と受動的な方を合同にす
ることが不可欠と考えられる。

5 ．4　今後の課題
　ロボットの配置やグループ構成について検
討した。今回の検討では AIBO、ネコロ、パ
ロの 3種類のペット・ロボットについて検討
したが、NAO、PALROなどのヒューマノイ

ド・ロボット、ユメル・ネルルのようなトイ・
ロボットも今後検討していきたい。

6 ．国際ロボット展

　2016年10月19日から21日に東京ビッグサ
イトで開催された「Japan Robot Week 2016」
併催の RT交流プラザに、帝京科学大学、拓
殖大学とロボット・セラピー技術を共同出展
した。RT交流プラザは産学連携による課題
解決型 RTイノベーション支援補助事業であ
り、大学や公設研究機関が有するロボット及
びシステム、要素機器等の最新研究成果を展
示することで、広く産業界との共創を通じた
イノベーションの加速化を図ることを目的と
したものである。
　図6.1に RT交流プラザのレイアウト図、
図6.2に筑波学院大学・帝京科学大学・拓殖

図 5.1 　能動的なグループ

図 5.2 　受動的なグループ
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大学の展示、図6.3に展示ビラを示す。Japan 

Robot Week 2016の来場者数は前回を倍近く
上回る29,260人（前回16,626人）であった。
筑波学院大学・帝京科学大学・拓殖大学のブー
スへの来場者も盛況であった。

図 6.1 　会場レイアウト

図 6.2 　展示風景

図 6.3 　展示ビラ
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7 ．おわりに

　本報告は2016年度に筑波学院大学で研究開
発したものをまとめたのである。ヒューマノ
イド型ロボット NAOは世界中の大学で広く
プラットホームと応用されてロボットであ
り、ロボット・セラピーへの応用が期待され
ている。
　ヒューマノイド型ロボット PALROは
近年高齢者施設での活用が広まっている。
PALRO活用を推進するため、Kinectとの結
合のための技術開発をしたが、今後、さらに
内容を充実させいきたい。
　グループ型ロボット・セラピーは高齢者施
設では最も一般的なセラピーの形態である。
本研究ではロボットの組み合わせと体験者の
構成について検討した。初歩的な検討である
が、今後更なる検討を進めていきたい。
　また、筑波学院大学が進めてきた「ロボッ
ト・セラピー」技術を、共同研究を進める帝
京科学大学、拓殖大学と共同展示した国際ロ
ボット展について報告した。
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