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第３章　専修大学ネットワーク情報学部
Chapter 3  School of Network and Information, Senshu University



■ネットワーク情報学部「プロジェクト」について
　専修大学ネットワーク情報学部では、コンピュータの基礎や技術
を学ぶだけではなく、多数の演習科目を通した実践の中で、新しい
情報技術・社会に挑戦していく教育カリキュラムを実践してきた。
　学部３年次には、ゼミナールに代わる演習科目として「プロジェ
クト」を用意して、教員の専門領域にとらわれずに、新しい情報の
学びを通じた学生たちの興味関心を活かすことを志向している。具
体的な学習内容は予め定められておらず、受講学生と担当教員とで
アイディアを出し合い内容を創り上げていくユニークな科目である。
　学部内では「プロジェクト」の成果や課題について議論され、専
門が異なる複数の教員で担当することや、外部連携を積極的に進め
るなどの改善策が検討されていた。2015 年の秋頃に認知症プロジェ
クトへの参加を検討し、江原淳学長（当時）の承認を得て、コン
テンツデザインを専門とする栗芝准教授と、社会調査や防災を専門
とする筆者に加えて、外部から須藤氏を兼任講師として迎え、複数
教員による共同プロジェクトとして開講するに至った。
■ 2016 年度の取り組み
○オリエンテーション（2016 年４～５月）、富士宮合宿（2016 年８月）
　2016 年の４～５月にかけて、認知症について取り組む行政や企
業の方をお呼びして、対象とする問題について理解を深めることに

取り組んだ。また、夏季休暇中には、対策が進む静岡県富士宮市
を訪ね、市役所や市内での取り組みをヒアリングや視察し、宿では

「旅のことばカード」を使いながらチームづくりを行った。
○ グループワーク（2016 年６～12 月）
　学生 21 名が６つのグループに分かれ、ヒアリングやアイディア検
討、プロトタイプ作成やプレゼンテーションなどを行った。途中、
RUN 伴という認知症の方やサポーターによるイベントにも参加した。
○ 超福祉展（2016 年 11 月）、オランダでの成果報告会（2017 年２月）
　2016 年 11 月に超福祉展で、連携する国内外の大学と共同報告
会を行ない、翌朝の NHK ニュースでも報道されるなど注目を集めた。
2017 年２月にはオランダ・デルフト工科大学で共同報告会が設けら
れ、大変貴重な教育機会となった。
■ 2017 年度の取り組み
○オリエンテーション（2017 年４月）
　2017 年度は３年生 18 名、４年生６名の計 24 名で実施した。栗
芝准教授はデルフト工科大学へ在外研究員として滞在することにな
り、教員は佐藤と須藤の２名体制で、DFJI の岡田氏や新任の石井
講師にサポートをお願いした。市内のグループホームの方と若年性
認知症当事者の方、多摩区役所、認知症 VR に取り組む下河原氏
などからゲストレクチャーをいただいた。

ネットワーク情報学部の PBL と認知症プロジェクト
Project Based Learning of Senshu University Informatics and the Dementia Project
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佐藤 慶一　専修大学ネットワーク情報学部 准教授



○グループワーク（2017 年 5～10 月）
　昨年度のアイディアを発展させたり、社会実験をすることを促し
つつ、24 名が 3 グループに分かれ、アイディアの実装や実験を行っ
た。祖父母と孫のコミュニケーションブックは、都内の小学校の夏
休みの課題として実際に利用してもらいフィードバックを得た。認知
症の方と大学生の交流を考えるチームは、近隣の地域包括支援セン
ターや自治会の方との意見交換、音楽イベントの共催、大学へ近隣
高齢者をお招きしたスマートフォン相談会といった活動へ展開した。
新たにできた VR チームは、災害時の認知症の方や外国人とのコミュ
ニケーションをテーマにした実写型 VR を制作して渋谷区総合防災
訓練や超福祉展などで体験ブースを出展させていただいた。
○ 超福祉展、川崎市介護いきいきフェア（2017 年 11 月）
　渋谷ヒカリエの超福祉展での報告に加えて、川崎市で開催される
介護いきいきフェアにおいても報告を行う機会を得た。
○ 最終報告書の作成（2017 年 12 月～2018 年 1 月）
　市役所や区役所への報告書を作成にあたり、専修大学では、学
生たちが一文一文を見直しながら丁寧に作成できるように、およそ
２ヶ月の報告書作成期間を設け、細かな文章指導を目指した。
■２年間の振り返り
　オリエンテーションでゲストレクチャーを重ねたが、学生が認知
症の問題を「自分ごと」として捉えることが難しい様子がうかがえ
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た一方、実際に関係者へインタビューをしたり、当事者の方と共に
時間を過ごすといったフィールドワークがきっかけとなり多様なアイ
ディアが生まれたことが印象的であった。また、デルフト工科大学
の学生のクオリティの高い成果物に触れる機会を通じて、学生のモ
チベーションや作業内容に影響があったことも印象的であった。
　２年間を通じて、学生たちの説明不足や不十分な表現などが目に
つく機会が少なくなく、コミュニケーションに苦労した。本プロジェ
クトが目指す社会課題の解決に向けたロールモデルの提案という
ゴールと、一般的な大学生の意識や能力には、ギャップがあるのは
当然で、教員によるサポートが不可欠と考えられる。
　私個人としては、専門外であった認知症やソーシャルデザインな
どを触れる貴重な機会となったが、オーバーフローしたという感覚
が残っている。他にも多くの演習や講義、業務を抱えたり、自身の
研究活動もある中で、時間やサポート力がボトルネックとなった。
　学生は活動を通じて、祖父母と孫のコミュニケーションブックを
利用しているシーンを撮ることができなかった。そこで、正月に自
分の母と娘で使ってみてもらい写真を撮ろうとしたところ、望外に楽
しい雰囲気で盛り上がり、普段厳しい母から会心の笑みが出たこと
に驚いた。高い可能性を秘めたアイディアが生まれていることを実
感した。学生のアイディアを大事に前向きに捉えて育んでいくことの
難しさと可能性を肌で学ばせていただいたものと感じている。

佐藤 慶一

専修大学ネットワーク情報学部 准教授
京都大学防災研究所 講師（非常勤）
国際医療福祉大学大学院 講師（非常勤）
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Organization
専修大学ネットワーク情報学部

Student
滝川 光輝　吉田 幸次郎　池田 千紗

Coach
栗芝 正臣　佐藤 慶一　須藤 シンジ　岡田 誠

Year
2016

おじいちゃん
がエリアを出
ました。

①

行政（市役所）

家族

②

！

私の近くにいるかも...

③ ！

認知症サポーター

④

課題（Problem）
　超高齢化社会が訪れると予想されており、認知症が伴う行方不明
問題が増加すると言われている。近年、ニュースでも行方不明による
事件や事故を目にすることが多くなっている。
　警視庁生活安全局生活安全企画課の調査によると、１年間で認
知症が原因とみられる行方不明者は、12,000人を超えている。また、
そのうち150人は発見されていない。行方不明になった場合、事故に
あうなどして、亡くなってしまうケースも年々増加している。そこで重
要になってくるのが、早期発見である。
　今後、行方不明者はさらに増加すると予想される。これまでは認
知症の行方不明の問題に対して、家族やその周辺の介護者たちだけ
でサポートしようとしていた。そのため、若者や認知症の方に関わり
のない人たちにとっては、認知症に対する理解がなかったと考えられ
る。そこで、私たちはターゲットを認知症本人とその家族に絞り、地
域社会全体でこの問題に向き合い、支える仕組みを作りたいと考え
る。地域社会仕組みは時間をかけながら、認知症に対する理解が深
めることにより、作り上げていくことが必要である。その結果、行方
不明問題という課題を解決していくことにつながると考える。

解決策の提案（Solution）
　家族が設定した範囲を超えて、認知症当事者が行方不明になって
しまった時、靴底が自動で発光するシューズを考えた。自分が困って
いるということが、第三者にテレパシーのように伝わることから
「Telepashoes」と名付けた。また、全国800万人いる認知症サポー
ターの方を巻き込むことはできないかと考えた。サポーターは証であ
るオレンジリングは配布されているが、とくに機能がついていないた
め、身に着けていないのが現状である。そこでオレンジリングと
シューズを連携させることで、認知症サポーターにも活躍してもらお
うと考えた。
　機能の流れとしては、認知症当事者が設定した範囲を出たと同時
に、家族にメールで連絡がいき、家族は市役所に連絡をする。市役
所は、あらかじめ登録されている認知症サポーターに、メールで行方
不明になったことを伝える。メールを受けたサポーターは、行方不明
者を探し、もし当事者が近くにいたらオレンジリングが光るというシ
ステムである。行方不明者発見後、サポーターには市役所に保護した
ことを連絡し、市役所はサポーターと家族にそのことを連絡する。
このようにして、行方不明者が無事に家族のもとへ届けられる。この
ような、シューズとリングと携帯電話をつなぐことによって、早期発見
することができる仕組みを考えた。この光るシューズによって、地域
全体でサポートそして認知症に対する理解も進むだろう。



身に着けてもらえるBLE　BLEVERY

Organization
専修大学ネットワーク情報学部

Student
中嶋  健介　高橋 優斗　梅田 一樹

Coach
栗芝 正臣　佐藤 慶一　須藤 シンジ　岡田 誠

Year
2016
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課題（Problem）
　認知症を取り巻く問題として行方不明になるというものが挙げら
れる。中には数十キロ離れた町まで歩く場合や、車で行動するケー
ス
も見られ、そのも見られ、その問題は多岐にわたる。これまでは位置
を特定するために、主に「GPS」という技術が利用されていた。しか
し、これらの対策が社会に広く浸透することはなかった。その要因と
して、大きさなどの技術的制約が挙げられる。GPS は「異物」という
認識に至らせるには十分であり、さらに定期的な充電も必要である。
そのようなGPS の欠点を考慮した新しい技術として、現在ではBLE 
という規格の無線技術が注目されている。優れた新技術として注目
されている BLE だが、介護現場の方にお話を伺ったところ、持ち歩
いてもらえないという問題が浮かび上がった。充電、大きさが改善さ
れ持ち運びやすくなったが、それでも異物感がどうしても残ってしま
い、身に着けてもらえない。どうすればこの異物感を軽減し、持ち歩
きやすくなるのか考えた。あるグループホームに訪問した際、利用者
の方々がビーズのブレスレットをつけていた。それは、自分で作った
ものだからお気に入りで、いつも身につけているとのことだった。こ
方のことから「自分で作ったものであれば身につけてくれるのではな
いか」と考えた。

解決策の提案（Solution）
　意味のもたないモノを渡されたとしてもその人にとっては異物でし
かなく、身につけていたいとは思ってもらえない。では、その異物に自
分で作ったという体験を加えてあげれば、それは意味を持ったモノに
なるのではないか。こうした考えをもとに、BLE チップを内蔵したブ
レスレットを自分で作る作成キット「BLEVERY」を作った。
　BLEVERY という名は BLE をいつも持ち歩いてもらうということで
「BLE」+「EVERY」で「BLEVERY」と名付けた。パッケージは本のよ
うな形になっており、思い出の一部となって欲しいということで、ア
ルバムをイメージしたデザインとなっている。BLE チップはラバープ
レートに内蔵されており、ブレスレットの一部として違和感のない作
りとなっている。また、様々な種類のビーズを揃え、オリジナル性の高
いブレスレットを作ることができ、自分のお気に入りのものとなりや
すくなっている。
　実際に桃の木停かたひら様にご協力をいただき、実証実験を行っ
った。試作品のブレスレット作成キットを 3 セット用意をした。認知
症当事者の方々は、ブレスレット作りを通じて次第に笑顔で接してく
れる様になっていった。このように、気軽に楽しく体験できることか
ら認知症の方の行方不明問題の解決につながれば、新たな政策とし
て社会に広まっていくだろう。
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Organization
専修大学ネットワーク情報学部

Student
小此木 栞　大島 夏美　松澤 桃佳

Coach
栗芝 正臣　佐藤 慶一　須藤 シンジ　岡田 誠

Year
2016

認知症の方と介助者が自然に利用できるトイレのデザイン　

課題（Problem）
　認知症介護者の多くは「一緒にトイレに入って介護したいけど、そ
れを変な目で見られるのは悲しい」と話す。同性の方の介護の際に
はこのような苦労はないが、異性となるとどうしても同じトイレに入
るのに抵抗がある。また、ヘルプマークやオレンジリングの存在が、
あまり世間に知られていないという点も問題である。認知症を患う
方の中には、トイレに介助が必要な方もたくさんいる。外見上は介
護が必要であると周りの人が認識することが難しい。そのことから
周りの人からいぶかしがられることがある。それによって、周りの目
が気になり外出先でのトイレの利用を控えたり、外出そのものを控
えることもあると言う。ある介護施設事業所のスタッフの方々へのイ
ンタビューから、「異性の方を介護している時に、周囲の理解が足り
ず、好奇の目で見られる」という意見があった。特に男性の介護者が
女性のトイレに一緒に入る際には、怪しまれることもあると聞いた。
この事例を踏まえ、私たちは男女 2 人でも自然に利用できる空間に
ついて考えることにした。

解決策の提案（Prototype）
　考えた解決案の１つ目は、既存のトイレで介護をしていることを周
りの人に知らせるために、「介護中ランプ」を既存のトイレに付け足
すことを考えた。簡単な工事で実現できると考えられるし、介護利
用者の安心感を生み出すことができると思う。
　２つ目は、共有スペースを配置して、性差に関係なく利用できるト
イレ空間というアイディアだ。男性トイレと女性トイレの境界をやや
曖昧にすることで、出入り時の気づかいを軽減することができると考
えた。
　3つ目は、介護の状況などを想定し、どのようなトイレ空間が必要
かをみんなで考えることを通じて、トイレリテラシーを高めるツール
である。
　海外では性別関係なく利用できるトイレが存在しており、日本で
も性別関係なく気軽に入れるトイレを考えたり、多目的に使える共
有スペースを用けることで、認知症フレンドリーなまちづくりにつな
がると考えられる。

使用中
介護中

開

閉

介

WC

Toilet Design for People with Dimentia and Care Giver



若年性認知症の方の就労支援　
大学側からのニーズを探る

Organization
専修大学ネットワーク情報学部

Student
牧谷卓哉　小笠原千紘　林航大

Coach
栗芝 正臣　佐藤 慶一　須藤 シンジ　岡田 誠

Year
2016

課題（Problem）
　現在行われている認知症サポーター養成講座は、行政職員や専門
家による講義形式で進められている。しかしながら、話を聞いて知
識を付けるだけでは、どこか遠くの世界で起こっている他人事と捉え
てしまいがちである。そこで、認知症の当事者の方を講座に招き、実
際に困っている事やサポーターにやってもらいたい事を話してもらう
ことが有用ではないかと考えた。そうすることで、これからサポー
ターとなる人が認知症の方に対してもっと向き合うことができるだろ
う。ゲストレクチャーをする認知症の方にとっても、講座を通じて、
参加者と交流するきっかけになる。
　私達のチームでは、若年性認知症の方が、木製品の企画、制作、
販売までを行っている施設をたずねた。また、川崎市の関係施設で
は若年性認知症の方々に話をうかがう機会を得た。若年性認知症の
方の就労支援を行っている施設では、実際に作業を一緒に行った。
　活動を通じて、若年性認知症の方々の中には、社会人として活躍さ
れていた方も多く、いろいろな意見交換をしたり、時に人生の先輩と
して社会人時代のことを教えていただいたり、就職活動について相
談できるような方もおられた。体も元気な方が多くて、うまく働ける
場を調整できるのではないかと実感した。

解決策の提案（Solution）
　チームで2つの解決策を考えた。1つ目は、若年性認知症の方を講
師に迎えることである。若年性認知症の方の中には「社会で活躍で
きる場」を求めている方や、「人の役に立ちたい」とも思っている方が
少なくない。しかし、現在、若年性認知症の方が活躍できる場はとて
も限られている。「認知症サポーター養成講座に若年性認知症の方
を講師にしてもらう」ことで、若年性認知症の方の活躍の場となると
同時に、サポーターにとってもリアリティのある講座となると考え
た。
　2つ目は、大学を利用することということである。若年性認知症の
方を講師に招いた認知症講座という企画案は、専修大学においても
実現可能性があるアイディアである。現在の一般大学では認知症の
問題を学んだり、地域の認知症の方を交流する機会は殆ど無いが、
大学でも学んだり交流することは、認知症フレンドリーな社会づくり
に向けた大きな一步になると考えられる。具体的な一步として、私達
のプロジェクトでも、若年性認知症の方をゲストとしてお呼びして、
意見交換する機会を設ける機会をいただいた。実際に、若年性認知
症の２名をゲストティーチャーに呼び、学生と意見交換を行った。若
年性認知症とは具体的にどんな状況なのかといったお話を聞いた
り、大学について前向きな意見を聞くことができ、実現可能性を感じ
ることができた。
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Organization
専修大学ネットワーク情報学部

Student
乗松  修成　佐藤  維　高橋  尚也　川上  経祐

Coach
栗芝  正臣　佐藤  慶一  須藤  シンジ　岡田  誠

Year
2016 / 2017

大学生と認知症の方との交流の場をつくる

課題（Problem）
　介護支援事業所へのヒアリングで、「認知症になると家に閉じこも
りがちになる」という問題を聞いた。そして私たちは、当事者の方に
も話を聞くために認知症カフェに足を運んだ。そこでは「若い子と話
ができて楽しい」という声を頂いた。実際その場には当事者やその
親族、従事者がほとんどだった。確かに、私たちのような若者にとっ
ては、積極的に参加しようとは思えない印象である。そこで、認知症
当事者の方が外に出るきっかけ作り、且つ私たちのような若者と交
流できるようなイベントを開催することに至った。
　また、大学の認知症に対する取り組みの現状として、神奈川県内
の大学52校のホームページを調べると、認知症に関連するイベント
や取り組みを行っている大学は12校あったが、ほとんどが医療系大
学のセミナーの開催であった。私たちが目指している、学生が主体と
なり認知症当事者との交流を目的としたイベントを開催した大学は
、神奈川県では2校だけであった。このことから、大学生が主体とな
った認知症当事者との交流はほとんど行われていないことがわかる
。

解決策の提案（Solution）
　そこで、私たちは大学という場が拠点となり、地域交流を促してい
くためにイベントを開催することを提案した。 大学を場として利用
するメリットとして、『地域にある大きな施設』・『若者が集まる環
境』・『気軽に使用できるスペース』・『学生の特色を活かしたイベン
トの展開』 があげられる。さらに、大学内でイベントの宣伝や告知
をすることで多くの大学生の目に留まり、イベント参加の有無だけで
なく認知症という社会問題を知ってもらうきっかけにもなるのではな
いかと考えた。学生の活動を活かしたイベント展開として、私たちの
学部では、情報系学部ということで、「情報機器やデザインの知識
が豊富」という強みを生かし、パソコンやスマートフォンを活用した
イベント作りや、大学内にある様々な施設や設備を活用するイベント
の開催をした。さらに、将来的には学生側が運営するイベントだけで
なく、外部の団体も気軽に大学という場を活用し、様々なイベントを
開催できるようにしていきたい。そのことは地域と大学の繋がり、地
域住民と学生の交流を構築する上で、多大な影響を与えると考える
ためだ。

Create oppotunities to mingle with young generation and demented people



社会実験（Social Experiment）
　2016年は武蔵小杉で川崎市認知症ネットワークの協力のもと「こ
すぎのほっとカフェ」という写真を使ったイベントと、冬には多摩区
内のでいサロン麦の協力のもと「クリスマスイベント」を行った。そし
て2017年は、川崎と渋谷の2か所でイベントを開催した。まず専修大
学サテライトキャンパスで、地域包括支援センターや川崎市役所の
職員の方をはじめ、認知症に関心のある方々を招き、「地域交流ワー
クショップ」を行った。このワークショップでは、認知症の問題に対
する課題や、解決に向けたイベントのアイデアについての意見交換を
行なった。次に「ディスコダンスイベント」を開催した。同プロジェク
トの慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科の平尾美佳さん
のアイデアのもと、協働開催をした。プロDJのOSSHYさんをお招きし
て、川崎と渋谷の2つの地域のデイサービスセンターのご協力のも
と、イベントを開催した。このイベントを通して、「音楽」というもの
が世代を超えて交流ができる一つのツールになり得るということが
分かった。
　 次に、専修大学で「スマートフォン相談会」というイベントを開催
した。また、若者の間で人気の写真アプリ「snow」を使い若者の文
化を体験することで、お孫さんやご家族との交流にも活かしていただ
けるよう なレクチャーも行った。そこで、若者の文化を利用すること
でも、若者との交流の場を増やせることが分かった。 
　この2年間を通して行ったイベントは、「写真」「VR」「ダンス」「 ス
マートフォンアプリ」など様々な切り口のものとなった。この活動を
通して発見したこととして、『若い世代の流行でも世代を超えて共に
楽しむことができる』ということが分かった。 
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課題（Problem）
　近年、ダイバーシティという用語が用いられるようになり、価値
観やライフスタイルの多様性を包摂した社会づくりに関心が高まっ
ている。日本は世界有数の地震大国であり、震災時の要支援者へ
の共助も重要な課題と言えよう。
　プロジェクトをスタートするにあたり、東日本大震災そして福島第
一原発事故を経験した福島県の南相馬市や飯舘村をヒアリングして
回った結果、放射線量が高い中、要配慮者は避難できずに市内に
残って在宅避難していたことを伺った。平成 25 年に災害対策基本
法が改正され、避難行動要支援者名簿の作成が市町村に義務付け
られ、必要な個人情報の利用や提供が認められた。しかし、東京
でヒアリングをすると、多くの自治体では名簿は「手上げ方式」で
あるために、手を挙げない高齢者の方がとても多く、不完全なリス
トとなっているそうである。
　地震が発生した後、大半の人は自身の身の安全の確保に精一杯
で、要支援者とされる障害者や認知症の方、訪日外国人へのサポー
トまで考えられないのではないだろうか。本当にそれでよいのだろう
か。

解決策の提案（Solution）
　外国人や認知症の方へのサポートを行う際、まず「声かけ」が必
要である。しかし、認知症の方に対しては配慮ある声かけをしない
と、彼らを混乱させ、避難の遅れに繋がる危険性がある。「ゆっく
り分かりやすく話す、大きな声で怒鳴らない、後ろから声をかけない、
ジェスチャーを交える」といった配慮のある声かけをする必要があ
る。これは、認知症の方だけでなく、外国人の方に対しても同様で
ある。このような配慮ある声かけの重要性を認識するために、VR（仮
想現実）技術が有効であると考えられる。ヘッドマウントディスプ
レイを装着し、災害時の状況や声かけを疑似体験することで、自分
事へと意識が変化することが期待できる。
　コンテンツは、①商業施設から避難する際に標識や案内が分から
ない外国人、②路上から避難所へ避難する際の認知症の方の２つの
視点を体験する内容とした。VR 制作は、Adobe Premium で編集
した 360 度映像に Unity で効果をつけ、アプリケーションとしてス
マートフォンに出力する方法とした。制作した VR を体験してもらい、
マイノリティの視点で災害時の不安や混乱を感じながら、配慮ある
声かけを自分事として考えてもらうことを狙った。それは、災害時に
限らず、日常生活でも認知症の方や訪日外国人へのサポートに繋が
ると考えられる。

外国人 / 認知症の方の視点を体験する VR の制作と体験会の実施
「声かけ」が広がる社会を創るために

Development of the live-action VR which can feel Foreigner/Demensia’s mind
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Coach
佐藤 慶一　須藤 シンジ

Year
2017

体験会 ディスカッション 理解・実践VR制作

①VR制作

リサーチやヒアリングを行い、
ニーズを正確に把握する。

②体験会
体験と説明を行うことで
当事者の恐怖感や不安感を
理解する。

③ディスカッション
ディスカッションを通して
同じ体験をした他者と
気持ちや考えを共有する。

④理解・実践
当事者意識を持つことで
今後の実生活で
体験を活かせるようになる。

《プロジェクトが提案する体験会ロールモデル》



社会実験（Social Experiment）
　「外国人防災 VR」は、SHIBUYA BOSAI FES2017（代々木公園）
へ出展し、128 人の方に体験してもらった。防災に関心がある大人
の参加者が多く、「怖い」「不安になる」といった感想があった。ま
た同じコンテンツで出展したピープルデザインストリートでは子供と
大人合わせて 50 人に体験してもらった。この時はシールや付箋を
用いて体験者の声かけに対する意識が変わったかどうかを調査する
試みも行った。体験者からは「全世界で統一した避難する時専用の
言葉や合図などを決めて共有する」「外国人が逃げるための施設を
用意する」「外国人でもわかるイラストでの案内表示を設ける」など
の意見が得られた。
　「認知症防災 VR」は、渋谷ヒカリエで開催された超福祉展での
出展を２日間行った。オリジナルコンテンツの他に先行事例として
学んだシルバーウッド社の認知症 VR も同時に体験会を行い、みず
ほ銀行渋谷支店、渋谷区ケアコミュニティ原宿の丘合わせて 67 人
の方が参加した。両日とも大人の参加者が多く、「急かさず、相手
のペースで声を掛けることが大事なのだとわかった」「後ろからでは
なく正面から声を掛けることを心がけたい」「認知症の方に対しては、
危機感を煽るようなことは言わないようにしようと思った」などの多
様なフィードバックが集まった。。川崎介護いきいきフェア（川崎市
高津市民会館）では、高齢者と介助者を中心に 10 人が体験に参加
した。
　今回のプロジェクトを通して、VR で人を惹きつけ福祉防災という
複雑で難易度の高い内容も自分のこととして考えてもらうことは達
成できたので、今後はこのコンテンツで感じた気持ちや心がけを維
持させるためにどのような工夫が必要かを目標としていきたい。

▼体験会後、参加者から出た意見の一例（SHIBUYA BOSAI FES2017 調べ）

外国語での
案内の充実

一緒に逃げる場所へ連
れて行ってほしい わか

りや
すい

アイ
コン
がほ
しい

ジェスチャーがほしい

階段まで
案内してほしい

非常時は
助け合うことが大事 声を

かけ
てほ
しい

どんな言語でも
いいから話しかけてほしい
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課題（Problem）
　私たちは認知症の課題に対して「家族への理解が足りない」とい
うことを問題としてあげてきました。祖父母について知っていて当た
り前である生年月日や名前の漢字、生い立ちを知らない孫が多く、
認知症になってからではそれらを知る機会がなくなってしまいます。
そこで家族が祖父母についての詳しい話を事前に聞いておき、その
話を記録して “誰もがその人のことを知っている” ことができれば、
認知症になった時に役立つだろうと考えました。
　“誰もがその人のことを知っている” という状況が役立ったケース
として介護施設に通う利用者の家族から「裁縫が得意だった」と聞
いたヘルパーの方が、ボタンの付け直しや、ほつれた糸の修復など
の裁縫の仕事を利用者の方に頼んでみると、利用者は自分の頼ま
れた仕事が感謝される「やりがい」、それによる「生き甲斐」を得
ることができ、以前は施設から帰りたがっていた利用者の方が帰り
たいとは言わなくなり、“家族の得意なことを知っていた” ことから
認知症の人に対する介護現場の問題が解決したことがあります。　
　このように、誰もがその人の事を知っている状況を作り出すこと
が、最高のケアの方法であると考えた私たちは、次のような解決策
を提案します。

解決策の提案（Solution）
　私たちは解決策に、「家族を知ることができるコミュニケーション
ツール」として、質問を通して、孫が祖父母の思い出を家族が書き
込む事で記録できる絵本 “TSUMUGU” を企画・提案し、作成して
きました。
　TSUMUGU には、その人がどのように生きてきたのかを知ること
がケアする人もされる人にも重要であるという、“パーソンセンター
ドケア”の考えが盛り込まれています。また、何度もコミュニケーショ
ンすることで記憶を呼び覚ますという “回想法” の考えも用いられ
ており、１年の中で数回に分けて記憶を呼び覚ますことができるよ
うに、春夏秋冬の４種類用意しています。
　小さな頃から、高齢者への理解を深める必要があると思ったため
TSUMUGU は、おじいちゃんおばあちゃんと、そのお孫さんをター
ゲットユーザーに設定にしました。
　TSUMUGU はお孫さんが、絵本に書かれている質問を祖父母に投
げかけ、答えを絵本に記録していく使い方です。
　解決策として絵本を選んだ理由は、祖父母から聞いた話を記録と
してまとめられて、いつでも見返せれるアルバムのような形をとり、
孫とのコミュニケーションを図ることができるツールとして最適であ
ると考えたからです。

つむぐ　TSUMUGU
祖父母の来歴を共有するための絵本
Picture book for sharing the grandparent's history
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社会実験（Social Experiment）
　今年は、都内小学生に夏休みの課題という形で実験に参加して頂
き、実際に TSUMUGUを使用してもらいどのような効果が得られる
のか分析を行った。実験を行い12 個の質問に 8 組の参加者の回答
を得ることができた。実験から得られた 96 個の質問に対する回答
のデータより、様々なことが分かった。まず TSUMUGUの効果につ
いて、実験に参加してくれた方全員が TSUMUGUの中にある質問全
てに回答し記入していたので、TSUMUGUが祖父母のことを知るツー
ルとして十分に機能していると言える。また回答を書くスペースを大
きく取ることで、自由に TSUMUGUの中に記録してほしいという制
作意図があったが、質問に対して絵を描いて回答を記入している参
加者や長文を書いている参加者などがいたことから、狙い通り機能
していることがわかった。
　次に回答をグループ化した結果 3つの質問に対して興味深いデー
タが得られた。1つ目に「おちつく場所はどこですか」という質問
に対して参加者全員が「家」と回答していた点。2つ目に「もし昔
にも出れるなら何がしたい」という質問に対し参加者の約 3割が「勉
強がしたい」と回答していた点。3つ目に「あなたの宝物は」とい
う質問に回答者の約 9 割が「家族」と回答していた点である。これ
らからTSUMUGUが「家族や家を大切にしている」という普段は口
にしないような言葉や気持ちを相手に伝えるためのツールとしても
役に立つのではないかと考察できる。また、この本の利用対象が小
学生を想定しているため記入欄には誤字が多く見られた。この誤字
を祖父母たちが教えてあげながら勉強していくという新しいコミュニ
ケーションのきっかけをつくることができるのではないかと考える。

Q1 落ち着く場所はどこですか？

  　　11 /11 人

回答者全員が落ち着く場所に家と回答

Q２もし昔に戻れるなら何がしたい？

  　　4 /11 人

回答者の３割が勉強がしたいと回答

Q３あなたの宝物は何ですか？

  　　9 /11 人

回答者の８割が家族が宝物と回答
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つむぐ　TSUMUGU
TSUMUGU の使い方
How to use “ TSUMUGU ”
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宝ものはなに？

どうして宝ものなの？

　　　　　　　　　　       　                   あなたの宝ものは？
たから

たから

たから

1. 質問をする　
ページの一番上の部分に
用意されている質問を祖
父母に対して問いかける。
質問は１冊の絵本に１２
個用意されており、季節
ごとに異なる。

2. 質問の答えを記録する
質問に答えてくれた祖父母
の話を文章やイラストを用
いて記録しよう。質問の種
類によって記録するスペース
の大きさが異なるので、ど
のように記録をするかは子
供たち次第である。

3. 質問の答えを深掘をする
用意された質問をして祖父母に答えてもらったら、そこで終わるのではなくその質問の話を広げるためにさらなる質問を祖父母に問い
かけてみよう。何度も繰り返して質問をすることで詳細に話を聞くことができる。詳細に聞くことで今まで知らなかった祖父母の一面
を知ることができるきっかけにもつながる。
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