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研究成果の概要（和文）：  

記憶障害や認知症の在宅患者や家族介護者への支援で，患者の意欲創出や注意誘導を可能と

する行動支援メディアを検討した．具体的には擬人化エージェントと人との間の視線コミュニ

ケーションを用い，患者が指示されたタスクに意欲を持って取り組める，また指示されたタス

クをスムーズに実施できるよう視線や注意を誘導することが出来ることを実験により明らかに

した．また fMRI による脳活動イメージングにより，文字や記号に比べて擬人化エージェントを

用いたタスクへの指示は，患者の注意を引き付けるのに効果的であることを示した． 

 
研究成果の概要（英文）： 
 We’ve studied the method for supporting the daily-living of people with dementia by 
using media technology. We utilized the eye communication model between an 
anthropomorphic agent and human in order to motivate people with dementia, and also to 
navigate their eye sight from the guidance video to the target object for performing the 
task smoothly. The experimental results showed that the instruction by using eye 
communication model was more comprehensive and more attractive than that by using text 
or graphics. The result of fMRI confirmed it. 
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１．研究開始当初の背景 
 

脳疾患や脳外傷後の高次脳機能障害の一
つに自身の行動や周囲に起こった出来事を
そのつど忘れるという記銘力障害がある．例

えば，国立身体障害者リハビリテーションセ
ンターの自立した生活や社会参画を可能と
する支援技術（メモリーアシスト）などがあ
るが，患者は意欲の低下を伴うことが多く，
そういった場合には支援の効果が上がらな
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い．それに対し桑原と安田は，患者の予定に
応じ患者が予定された行動を実施するよう，
患者の信頼する療法士がビデオでその効用
を説き，行動へのスムーズな誘導を狙った．
しかしサービス提供の当初は便利に感じて
いた患者が，毎回，同様な内容が一方的に流
れるビデオリマインダーに飽きを訴え行動
への意欲を失った． 

一方，患者のトイレでの自立排泄の目的で
行動識別技術と映像音声ガイダンスを組み
合わせ試作した排泄行動支援システムでは，
患者が行為の見本映像に注意を奪われて，ト
イレットペーパなど必要な対象物の存在に
気付くまで非常に手間取るなどの問題があ
り，患者の注意誘導の技術の必要性が明らと
なった．  
 
２．研究の目的 
 

まず，これまでに療法士，介護士などが有
する，患者をスムーズに行動に誘導する臨床
上のノウハウを収集，分析し，それに基づき
意欲創出機能の要件を明らかにしてメディ
アを試作する．試作では音響効果，視覚効果，
視線リアクティブ技術を用いる．視線リアク
ティブ技術とは擬人化エージェントと患者
の間の視線コミュニケーションに基づいた
注意喚起手法である．その有効性の評価には
脳活動イメージングや脳画像診断を導入し，
意欲創出と脳活動との関連や客観的指標に
よる適用域を解明する．次に，患者の注意を
適切に行動の対象に誘導して効果的に支援
を行うメディアを，意欲創出の場合と同様の
分析，および技術を用いて試作する．この注
意誘導機能についても脳活動イメージング
や脳画像診断の結果に基づき，脳活動との関
連や適用域を明らかにする．最後にそれら行
動支援メディアを幾つかの生活シーンにつ
いて実装し，スケジュール提示などの生活支
援システムと統合した評価システムを構築，
評価する． 

 
３．研究の方法 
 
 本研究は，以下の 3つのサブテーマから構
成される． 
 
[サブテーマ１] 臨床上のノウハウや先行

研究での困難事例の分析とその結果に基
づく患者の意欲創出の技術の実現 

[サブテーマ２] 同上の分析結果に基づく
患者の注意誘導の技術の実現 

[サブテーマ３] 実証評価システムの構築
と実証評価実験 

 
 サブテーマ１では主に，視線リアクティブ
技術に基づく意欲創出の研究を実施した．ま

ず健常な若年者を対象として，実体を有する
エージェントとの視線一致，共同注視を用い
た意欲創出シナリオを策定し，それを実現す
る行動支援メディアの実装，評価を行った．
その後，健常な高齢者を対象として，意欲送
出シナリオの改良や，それを実現する行動支
援メディアの実装と評価を継続した．最後に，
これら意欲創出シナリオを脳画像診断での
画像刺激への落とし込みを検討した．  
 

 サブテーマ２ででは主に，視線リアクティ
ブ技術に基づく注意誘導の研究を実施した．
ビデオリマインダー中で視線の反射的な動
きを誘発する映像刺激を提示したり，エージ
ェントが共同注視しながらメッセージを伝
えたりなど，映像音声技術を中心とした注意
誘導のシナリオの策定を行った．そしてこれ
ら行動支援メディアの実装，評価を行った．
評価は若年者，健常高齢者，認知症者で実施
し，比較した．次に，注意誘導シナリオを実
現する行動支援メディアを脳画像診断での
画像刺激への落とし込んだ． 

 
サブテーマ 3 では平成 21 年度，脳画像診

断装置内で視線リアクティブな刺激提示を
可能とする技術の，研究協力先の藤元早鈴病
院における適用可能性の検証などを行った．
そして視線リアクティブ装置を試作し，研究
協力先の藤元早鈴病院の脳画像診断装置へ
の組み込み，動作検証などを行った．またサ
ブテーマ 2で検討された注意誘導シナリオを
実現する行動支援メディアを fMRI の画像刺
激として組み込んだ．そして研究協力先の藤
元早鈴病院の脳画像診断装置へ組み込まれ
た視線リアクティブ装置と組み合わせた動
作検証を実施した．さらに健常者に対して予
備的に脳活動画像を収集，比較し，脳内メカ
ニズムについて検討した．  

 
４．研究成果 
４．１ 意欲創出のための行動支援メディア

に関する研究成果 
 
（１） 意欲創出シナリオの検討，及び行動

支援メディアの実装と評価 
 
A. 概要 
 先行研究において情報提示の際に擬人化
エージェントの視線コミュニケーションを
用いることで，提示される情報の信頼度が上
がる等の効果を確認されている．視線コミュ
ニケーションとは，注意喚起，アイコンタク
ト，共同注視の３ステップからなる．そこで、
患者が何らかのタスクに取り組んでいる間，
擬人化エージェントが患者との間で視線コ
ミュニケーションを行い，タスクの画面への
共同注視を行うことで，タスクへのやる気や



 

 

集中度が増すことを期待する，意欲創出シナ
リオを策定した． 

実験には，患者が継続的に集中して監視し
なければならないタスクとして後述の鍋の
ふきこぼれアニメーションを用意した．また，
擬人化エージェントとしては，動物や人形の
ぬいぐるみが，認知症者の心理面のケアにお
いては親しみやすく強制的ではないコミュ
ニケーションを提供できるものとして一般
的に用いられていることから，クマのぬいぐ
るみを用いた．具体的には，画面にクマのぬ
いぐるみの上半身を表示し，最初に患者とア
イコンタクトするため注意喚起を行い，擬人
化エージェントとのアイコンタクトの後，ク
マの頭部をタスクの画面に振り向かせて共
同注視を促すという視線コミュニケーショ
ンを行った．これによりタスクへの興味をわ
かせ，集中が持続することを期待した．また
注意喚起には，手を振る動作によるものと，
音声による声かけを実施したものの 2種類を
用いた． 
 
B. 実験方法 
 被験者が継続的に集中して監視しなけれ
ばならないタスクとして，高齢者にも分かり
やすく取り組みやすい日常的なタスクを検
討した．その結果，料理において鍋のふきこ
ぼれが起きないように火力を調節するとい
うタスクを用意することにし，これを FLASH
アニメーションにより再現した．図 1にふき
こぼれアニメーションを示す．上部にふきこ
ぼれの様子を示す動画を表示し、下部に火の
アニメーションを表示する．このタスクは 3
段階に火力が調節でき，火力ごとで異なる時
間経過によりふきこぼれの様子が変化する
アニメーションとなっている． 
 図 2 に実験環境を示す，被験者の正面に 2
つの液晶ディスプレイおよび音声を再生す
るためのスピーカー，2 つのボタンを設置す
る．ディスプレイ 1 には，擬人化エージェン
トを表示し，ディスプレイ 2 には，ふきこぼ
れアニメーションを表示する．被験者は，前
方に設置されたボタン 1、2 によってふきこ
ぼれアニメーションの火力を調節し，ふきこ
ぼれを防止する．また，被験者の前後にビデ
オカメラを設置し，被験者の行動を記録する。 

擬人化エージェントは，被験者がタスク遂
行中はタスクを行っている画面側を向かせ
ておく．そして，ふきこぼれが発生したとき，
つまり 1 度のタスクが終了したときに被験
者側へ振り向き，被験者とアイコンタクトが
できる状況を作り出した後，「ねえねえ、も
う 1 回やる？ 」と音声を再生する．その後，
タスクの画面側に振り向きを行い，タスクへ
の注意を誘導する． 

擬人化エージェントの有無による効果を
確認するために，擬人化エージェントが有る

場合及び無い場合の 2 通りの実験を行った．
被験者は予備実験時と同様に，事前にタスク
の試行方法の説明を受けた上で，鍋がふきこ
ぼれないように火を見張ってくださいとい
う指示を与えた．そして，ふきこぼれてしま
った場合には，もう 1 度試行することができ，
実験は最大 10 分間として，その間はいつ終
了してもよいという説明を行った．被験者は
京都市に在住の健常高齢者であり，年齢が 63
～ 76 歳の男性 6 名，女性 10 名であった． 
表 1にアンケートの評価項目を示す． 5 段

階（ 1.まったく感じない 2.感じない 3.ど
ちらでもない 4.感じる 5.非常に感じる） 
のアンケート用紙で評価してもらった． 

 

図 1 ふきこぼれアニメーション 

 

図 2 実験環境 
 

表 1 アンケートの評価項目 

質問番号 評価項目 

Q1 親しみやすさ 

Q2 緊張感 

Q3 違和感 

Q4 疲労感 

Q5 好ましさ 

Q6 気が散った 

Q7 うっとおしさ 

Q8 嫌になった 

Q9 安心感 

Q10 わかりやすさ 

Q11 楽しさ 

Q12 頑張った 



 

 

C. 実験結果 
 各アンケート項目に対して t 検定を行った．
その結果，Q9:安心感においてのみ統計的に
有意差が得られた（p<.01）．また，Q1:親し
みやすさ，Q10:わかりやすさ，Q11:楽しさ，
Q12:頑張った，の項目では擬人化エージェン
トのほうが平均値が高い傾向が得られた．一
方，その他の項目ではほとんど差が見られな
かった． 

実験中，擬人化エージェントの音声「もう
1 回やる？ 」に対して，「やるよ」「よし，
やってやろう」というような被験者の返答が
見られた．これはタスクへの被験者の意欲が
高まっていることを示唆している．擬人化エ
ージェントとの視線コミュニケーション（視
線リアクティブ技術）が，親しみやすさや安
心感を生み，結果としてタスクへの意欲創出
につながったのではないかと考えられる． 
 
（２） 注意誘導シナリオの検討，及び行動

支援メディアの実装と評価 
 
A. 概要 

高齢認知症者のトイレでの失敗を防止す
ることを目的とした，トイレ動作支援システ
ムの先行研究がある．これは三次元計測を用
いて患者の位置，姿勢を把握し，ユーザが次
の行動に必要な情報を音声と映像により提
供するものである．このシステムでの評価に
参加した被験者は，軽度４名，中度 2 名，重
度 1名の認知症者であった．このうち 2 名が
実験者の音声誘導にもかかわらず，実験を継
続することができなかった．認知症者には
「右」「左」などの位置を表す言葉だけでは
視線や注意を誘導することが困難なことに
よる．すなわち，ディスプレイ上のお手本動
作の映像という“仮想の世界”からいかに“現
実”の対象物に視線を誘導しタスク実施につ
なげるかが中重度認知症者支援の大きな課
題であることを示している．一方，先行研究
において，視線誘導に擬人化エージェントが
利用できる可能性が示唆されている．そこで，
擬人化エージェントを用いた視線誘導の効
果を検証するための実験を実施した． 
 
B. 実験方法 

実験は，クマの振り向き映像および一般的
に用いられる誘導である文字や音声の指示
により，左右のボタンを押すという簡単な動
作を被験者に実施させた．このとき，音声指
示をベースにクマ，文字，矢印それぞれの指
示を組み合わせた指示を与えることでの被
験者のふるまいの違いを調べた． 

図 3に実験環境を示す．被験者の正面に指
示を表示する液晶ディスプレイおよび音声
を再生するためのスピーカーを設置し，左右
には簡易的なボタンを設置した．  

 

 

図 3 実験環境 

また，図 4に実験で使用した誘導映像を示
す．前述のように，実験では音声とクマの振
り向き映像，文字，矢印それぞれの組み合わ
せと，音声だけの誘導を用意した．各指示に
おいて左右へ誘導する指示を与えた．各指示
を約 50 秒間連続的に左右ランダムで提示す
ることで被験者の反応を調べた．被験者は，
軽度から重度までの高齢認知症者の男性 7名，
女性 13 名を対象として実験を行った．年齢
は 72 歳から 90 歳（平均 80.8 歳，標準偏差
4.78）で，MMSEは 5 点から 30 点（平均 18.7
点，標準偏差 6.84）であった．実験は，始め
に実験概要の説明を行い，各指示での実験を
行った後，どの指示での誘導が最も好ましか
ったかを口頭で答えてもらった． 
 

 

図 4 実験で使用した刺激 

 
C. 実験結果 
図 5に被験者が最も好ましいと感じた指示

の集計結果を示す．エージェントによる指示
が好ましいと答えた被験者が最も多く，次い
で音声，矢印，文字と続いた．一方で，エー
ジェントや矢印の指示が好ましいと感じた
被験者が多かった．これより，認知症者の方
向指示において，エージェントや矢印の指示
を与えることが効果的であることがわかっ
た．また，音声のみの指示が好ましかったと
答えた被験者もまた多かった．これは，高齢
認知症者は，ディスプレイから得られる視覚
的情報だけではなく，聴覚で得られる情報を
信頼しているからだと考えられる． 



 

 

 

図 5 好ましかった指示 

 

（３） 脳活動イメージングによる注意誘導
メカニズムの解明 

 
A. 概要 
 擬人化エージェントによる注意誘導での
脳活動を Functional Magnetic Resonance 
Imaging (fMRI)により計測し，そのメカニズ
ムの解明を試みた． 
 
B. 実験方法 

図 6に実験で使用した刺激を示す．図は上
から，擬人化エージェント，矢印，文字によ
る刺激を示している．矢印と擬人化エージェ
ントについては白地に黒い点を注視点とし
て利用し，文字については黒字に白い点を注
視点として利用した．刺激注視点を 1 秒間提
示した後に，各誘導を 2 秒間提示した．これ
ら各刺激において，左右両方向への誘導を与
える．一つの刺激を左右ランダムで各 5回ず
つ提示する．これを各刺激でそれぞれ 3回行
い，その前後の休憩では，行視点を 30 秒提
示した．各刺激に対し，約 3 分 30 秒の計測
を行った． 

被験者は，健常者 11 名（ 男性 6 名，女
性 5 名，平均年齢 29 歳±9 歳）を対象とし
た．すべての被験者が MRI 内室内で画像を認
識できる視力を有していた．被験者には、各
刺激から連想される右または左のボタンを
押すよう指示した． 

 実験装置は MRI（Signa HDxt、GE ヘルス
ケア社磁気強度 1.5T），プロジェクター，光
ファイバー式押しボタン装置，スクリーンか
ら構成される．刺激の提示には，刺激提示ソ
フ ト ウ ェ ア （  Presentation, Neuro- 
behavioral System）を使用した．撮像条件
は，EPIが TR：3000ms，TE： 35ms， FA： 90°， 
スライス幅 4mm， 3DT1 が TR:10ms， TE： 4ms，
FA： 20°，スライス幅 1.6mm とした． 

図 7 に実験風景を示す．プロジェクターは
磁場の影響を受けないよう 0.5 ガウス以上
離すため，磁気中心から 3.65m の場所に設置
した．そしてプロジェクターから 1.5m 手前
にスクリーンを設置した．被験者がスクリー
ン全体を見ることができるように両眼の前

にミラーを設置し，刺激提示ソフトウェアに
て作成した刺激がプロジェクターを用いて
スクリーンに描画された．この時の視角は縦
7.27°．横 13.69°とした． 

 

(a) 擬人化エージェント 

 

(b) 矢印 

 

(c) 文字 

図 6 実験で用いた各刺激 

 

図 7 実験風景 

 
C. 実験結果 
 擬人化エージェントは反応している領域
が全体的に広かった．さらに擬人化エージェ
ントでは FuG，AnG 近傍の反応が見られたが，
矢印および文字では見られなかった．FuG，
AnG は顔の認知に関連すると言われている．
擬人化エージェントを擬人化し，顔として認
識していたと考えられる．また，感情的な共
感の神経ネットワークに AnG が含まれてお
り，3 つの刺激の中で，最も興味をひいてい
たと考えられる． 
 以上のことから，提示の意味が理解しやす
い視覚刺激は，fMRI での反応領域が狭かっ
た文字もしくは矢印による刺激であると考
えられる．しかし，被験者の聞き取りからは



 

 

これらの刺激は注意の持続性は低かったと
考えられる．そこで，注意を喚起し，保持す
る必要がある場合には，fMRI での反応領域
が広く，聞き取り調査でも指示を集めた擬人
化エージェントによる刺激が有効であると
考えられる． 
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