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日程プログラム例（2016 年  専修大学）
04/08　ピープルデザインとは何か？－須藤シンジさん（ピープルデ
ザイン研究所）
04/15　川崎市役所の取り組み－角野孝一さん（川崎市役所地域
包括ケア推進室）
04/22　DFJI（認知症フレンドリー・ジャパン・イニシアチブ）につ
いて－岡田誠さん
04/29　宮前市役所の認知症コーナー－田中克明さん（コクヨ）、
船田彰さん（宮前図書館）
05/13　認知症当事者の話－佐藤雅彦さん（認知症と共に歩む本人
の会）
05/20　渋谷市役所の取り組み－吉田眞理子さん（渋谷区役所）、
中嶋佳緒理さん（渋谷市役所）
05/27　自動車道路の誤進入と見守りシステム－日本パーカーライジ
ング広島工場ファシリティース事業部　富士通 SSL（ソーシアルサ
イエンスラボラトリ）
06/03　製薬会社が取り組む認知症フレンドリーなまちづくり－渡辺
健一郎さん（エーザイ株式会社認知症ソリューション本部）

導入プログラムの目的と各回の概要
　認知症にまつわる問題をピープルデザインの視点で解決するプロ
ジェクトを開始するにあたり、大学生にとって認知症は馴染みがな
く、認知症になるとどんな風になるのか、どんな問題があるのか、
どのような取り組みが行われているかなど知識が不足しているとい
う状況であった。そこで、認知症に関する取り組みを学び、今後の
活動のアイデアを得るために導入プログラムが実施された。

1. ピープルデザインとは何か？
　既存の考え方にとらわれずに性別・国籍・年齢・身体・意識の
違いによる課題をクリエイティブに解決するピープルデザインの考え
方について学んだ。

2. 川崎市役所の取り組み
　2020 年問題と認知症問題について学んだ。認知症の方に対する
理解不足、家族の負担など解決すべき問題の多さや厚生労働省が
新オレンジプランを策定し、認知症対策を進めようとしていること、
などをレクチャーしていただいた。

導入プログラム　Introduction Program
認知症について初めて学ぶ大学生への導入
Introduction for Students to Learn about Dementia for the First Time
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3. DFJI（認知症フレンドリー・ジャパン・イニシアチブ）について
　RUN 供という活動や DFJIと慶応義塾大学が共同制作した「旅の
ことば」について学んだ。まずは挑戦することが大事だと背中を押
していただいた。

4. 宮前図書館の認知症コーナー
　認知症ではないかと思われる利用者の姿が目立つようになった地
域の図書館の取り組みについて学んだ。「認知症の人にやさしい小
さな本棚」として分野横断的に関連本を並べコーナーにしている。

5. 認知症当事者の話
　認知症当事者の視点から、困りごとや認知症になってもできるこ
とを学んだ。認知症の人とそうでない人が一緒に生活できる余裕の
ある社会について考えるきっかけとなった。

6. 渋谷区役所の取り組み
　認知症の理解不足の解消に向けて啓蒙活動が大切なことや地域
全体でのバックアップが必要なことを知った。後半はグループワーク
を行い、全員で意見を出し合いディスカッションした。

7. 自動車道路での誤進入と見守りシステム
　認知症の方の自動車道路における誤進入、逆走の現状とその対
策について学んだ。また、遠隔見守りシステムの話では、いつでも
容易にコミュニケーションがとれることとプライバシーとの両立との
難かしさについて考えた。

8. 製薬会社がとりくむ認知症フレンドリーなまちづくり
　認知症は薬剤や治療だけでなんとかなるものではなく、早期発見
や家族のサポート、地域の見守りや認知症カフェの開催など認知症
フレンドリーなまちづくりが重要であることを学んだ。

導入プログラムを終えて（一学生の振り返り）
　認知症にまつわる現状を、認知症当事者の方、行政の方、企業
の方など複数の視点から学ぶことができた。私たちは何をすればい
いんだろう？何ができるんだろう？という段階から、認知症に関する
具体的な課題や、その解決法を個人個人が考えられるようになり、
導入プログラムを通じてメンバー間・グループ間で積極的に意見を
出し合えるようになった。今後の活動に繋がる学びであった。
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イベント概要
　地域包括支援センターや市役所の職員の方などに参加していただ
き、地域連携とそれに向けたイベントのアイデア交換を行いました。
そこで、イベントを通じて学生をはじめとする若い世代が認知症当
事者と交流する場を構築することで地域の抱える認知症に関する問
題を大学と地域連携によって理解を深め、解決に結び付けられるこ
とが重要だと理解しました。また、ワークショップや交流会は、意
見や考えを気軽に言えるような雰囲気作りが大切なので、最初に軽
いアイスブレイクを行うことをお勧めします。

主なイベント準備内容
１．準備方法
　・学生と認知症当事者とその他関心がある方にお声掛け
　・市役所の職員さん、地域包括支援センターの職員さん、
　　介護事業者さん、学生、その他にメールでの参加のお声かけ
　・会場の確保、参加者へのイベント企画書の連絡
　・実施計画書の作成
２．準備するもの
　・ネームシール　・A4用紙・模造紙
　・カラーマジックセット一式
　・黒ペン・ポストイット（ピンク、青、黄色など三色）
　・カメラ・ストップウォッチ
　・飲み物・紙コップ・お菓子など軽食

当日タイムスケジュール
①    会場準備 　10 分
②　イントロダクション　１人１分自己紹介
③　活動の紹介　10分
④　既存の認知症カフェの印象や課題を考える　20分
⑤　大学の地域連携の印象や課題を考える　20分
⑥　休憩　10分
⑦　大学と地域による認知症カフェを考える　30分
⑧　アイデアまとめ　15分
⑨　各グループからのまとめ発表　15分
⑩　会場片付け　１10分
合計　140分＋α（約１時間30分）

イベント概要
　このイベントは、同プロジェクトの慶應大学大学院の平尾さんの
アイデアのもと、協働イベントとして実施しました。そこで、ダンス
セラピーという１９４０年代に米国で本格的に始まった心理療法を
参考に、１９７０年代～８０年代にヒットしたディスコ音楽に合わせ
て自由に体を動かしながらダンスをして楽しめるイベントを開催しま
した。自分自身を解放できるようなクラブダンスの空間を作り上げ
ることによって、若者だけでなく認知症当事者にとっても認知症予
防とストレス発散、適度な運動につながります。このイベントの特
徴から、若者と認知症当事者の双方が楽しめる音楽や場所を提供
し、安全、快適、刺激的という３つの観点を重視し、作り上げるこ
とが大切です。

主なイベント準備内容
１．準備方法
　・DJ（音楽担当）を探す
　・貸切で利用できる場所を探す
　・事前に下見、ミーティング
　→会場の音量・照明・トイレ等の確認
　・認知症の方と若者を募集する
　・実施計画書の作成
２．準備するもの
　・手に付けるサイリウム・会場の飾り付け（カラフルなモールなど）
　・飲料用のコップ・飲料の準備（お茶、水、ジュース）

当日タイムスケジュール
①　会場準備　５分
②　参加者入場　５分
③　挨拶、ストレッチ　５分
④　ダンシングタイム　40分
⑤　クールダウン、挨拶　５分
⑥　参加者退場　５分
⑦　会場片付け　10分
合計　80 分（約１時間 20 分）
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大学と地域交流についてのワークショップ 
Workshop for Creating Ideas

ディスコダンスイベント
Disco Dance Event

大学生と認知症の方との交流イベントに関する資料



イベント概要
　認知症当事者と地域住民と私たちのような大学生と交流する機会
や関わりが少ないという課題から、私たちは自分たちの学部の特色
を活かし、若者の間で主流となっているスマートフォンの便利な機
能をもっと知ってもらいながら交流できるイベントを開催しまし
た。また、Snow という写真加工アプリを用い、今の若者の流行を
体感していただきました。それ以外にも、基本的なスマートフォン
の操作方法や便利なアプリの紹介、お孫さんと一緒に楽しめるよう
なアプリの紹介・体験をしてもらうなどアットホームな雰囲気の中、
若者の文化を通じて交流することができました。

主なイベント準備内容
1．準備方法
　・地域包括支援センターの職員さんにイベントの企画の連絡、
　　参加者募集の協力のお願い
　・イベント告知のためのチラシ作成、地域包括支援センターの
　　職員さんの協力のもと参加者や地域住民への配布
　・参加者の募集
　・場所の確保・予約
　・実施計画書の作成
２．準備するもの
　・飲料（お茶、水、ジュース）
　・お菓子（ひとつひとつ袋に分かれているもの）
　・紙コップ・お菓子のせる用の大皿・ランチョンマット
　・黒ボールペン・トーキングオブジェクト・模造紙・付箋・A4用紙
　・太マジックペン・ネームカード・首掛けネームホルダー
　・スマホやタブレット

当日タイムスケジュール
①　会場準備　10分
②　イベント開場
③　イトロダクション　10分
　　～挨拶、本日のスケジュール説明～
④　スマートフォンを使ったイベント　30分
⑤　Free Talk Café（日頃のスマホへの悩みや雑談など）45分
⑥　終わりの挨拶　５分
⑦　参加者退場　５分
⑧　会場片付け　10分
合計　115分（約１時間55分)

協力いただいた行政・企業の連絡先
Access of Collaborators

でいサロン 麦
〒213-0002
住所：神奈川県川崎市高津区二子2-17-2
Web：http://bcafemugi.webcrow.jp/

長沢壮寿の里
〒214-0035
住所：神奈川県川崎市多摩区長沢2-11-1
Web：http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000022478.html

ウィラージュ虹ヶ丘
〒215-0015
住所：神奈川県川崎市麻生区虹ヶ丘1-22-1-2
Web：http://sfmw-g.org/biseikai/nijigaoka/

総合ケアコミュニティ せせらぎ
〒151-0016
住所：東京都渋谷区西原1-40-10
Web：https://www.city.shibuya.tokyo.jp/est/senior/seseragi.html

川崎市役所
〒210-8577
住所：神奈川県宮本町1番地
Web：http://www.city.kawasaki.jp/

渋谷区役所
〒150-8010
住所：東京都渋谷区1-18-21
Web：https://www.city.shibuya.tokyo.jp/

株式会社エス・オー・プロモーション
DJ  OSSHY （担当マネージャー：鈴木康友）
〒107-0062
住所：東京都港区南青山5-4-35
たつむら青山ビル707
Web：http://www.osshy.com/       http://www.so-pro.co.jp/

川崎市認知症ネットワーク
〒215-0017
住所：神奈川県川崎市麻生区王禅寺西7-9-34
Web：http://genki365.net/gnkk11/mypage/index.php?gid=G0000059

スマートフォン相談会
Smartphone Consultation 
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1. はじめに
　実写を用いた体験型 VR の制作は、大まかに以下のような流れで
行われる。
(1) 360°動画の撮影・編集
(2) Unity の環境構築
(3) Unity にて映像の取り込み・制御
(4) 視点検知によるイベント処理
(5) Android アプリとしてビルド・インストール
　ここでは、それぞれの工程について、実際に制作した自分たちだ
からわかる注意点などを解説していく。

2. VR 撮影について
(1) 使用機材について
今回使用した機材は以下のものである。
　・360°カメラ「RICOH THETA S」
　・三脚　Smatree gopro hero6

(2) 360°カメラとは
　360°カメラとは、その名の通り上下左右を１度に撮影できるカメ
ラである。従来のカメラは、正面から見た景色を静止画や動画にす
るが、360°カメラは複数のレンズで撮影、その後スティッチ（つな
ぎあう）することにより 360°静止画や動画にすることができる。ま
た VR デバイスを使うことにより、360°カメラで撮影された静止画や
動画を見た際に実際にその場に居る様に感じることができる。
　360°カメラは、カメラレンズの数によってレンズの形が異なる。多
くのカメラレンズを設け、静止画をスティッチする方法や魚眼レンズ
を用いてスティッチするものがある。「RICOH THETA S」は後者に
あたる 360°カメラであるが、スティッチした際のつなぎ目が歪んで
しまうという弱点がある。しかしながら 360°カメラの流行に火をつ
けたのは RICOH THETA であり使用方法は容易である。

3. 撮影について
(1) 撮影概要
　撮影は、三脚に 360°カメラを取り付け、スタート・ストップをボ
タンで行うという非常にシンプルである。しかしながら撮影している。
映像を撮影時に確認するには 50 万円相当の高額な機材が必要とな
る。RICOH THETA S の場合は撮影後に映像ファイルを PC に用意し
ていた指定の無料アプリケーションで開くと確認することができる。
(2) 撮影時の注意
○撮影をする前に
　前述の通り、撮影中に並行して映像を確認することが困難なため、
あらかじめ三脚の高さを決めておくなど、準備がものをいう撮影現
場となるだろう。また魚眼レンズの場合は画面の歪みの関係で実際
とは距離感が異なるので注意が必要である。
○撮影中
　360°カメラの最大の特徴は、上下左右を１度に撮影できる点であ
るが、撮影の際は、撮影に映ってはいけないものや人は全てカメラ
の死角にしまうことが必要である。
○撮影後
　撮影中に並行した映像チェックは困難なため、撮影後のチェック
が大切である。

実写を用いた体験型 VR の制作に関する資料164



4. VR 映像編集について
(1) 編集ソフトについて
　編集ソフトは Adobe の Adobe Premiere Pro CC2017 を使用した。
Adobe Premiere Pro を使用する場合は CC 以前のバージョンだと
VR 編集に対応していないため注意が必要である。この他には、
CyberLink 社の PowerDirector 15 がある。
(2)VR 映像編集
○動画ファイルを整理する
　あらかじめ必要な動画ファイルを 1 つのフォルダにまとめておく。
疎かにしたり編集開始後に動画ファイルの場所を移動したりすると
エラーが出て編集に支障をきたすので注意すること。
○ Adobe Premiere Pro の VR 編集設定

（ⅰ）ボタンエディタを押し、VR の視聴モードを入れる
（ⅱ）動画ファイルを右クリックし、VR ビデオ＞有効を選択。

○ 編集
(ⅰ) 必要な動画ファイルを読み込む
ファイル＞読み込み から先ほど用意したフォルダを選択し Adobe 
Premiere Pro 内に読み込む。

（ⅱ）タイムラインに動画をまとめる
（ⅲ）その他エフェクト等を用いて編集する。

○ 書き出し
ファイル＞書き出し＞メディア＞VR ビデオとして処理 を選択

5. Unity の開発環境について
自分たちは以下のような環境を用いて開発を行った。

・Mac(OS X El Capitan)
・Unity(5.6.0f3)
・Android SDK
(1) Unity のインストールについて
　まず、Unity の公式ページ (https://unity3d.com/jp) に行き、最新
版 (5.6.0f3 以上 ) をダウンロード & インストールする（今回、私たち
は Personal バージョンを利用した）。現在持っている人は以下のよ
うに「Unity > About Unity」から確認できる。
(2) Android SDK のインストールについて
　Android SDK をインストールするには、まず Android Studio のイン
ストールが必要となる。Android Studio は Android Developers サ
イト からダウンロード & インストールする。そして、Android Studio
を開き、以下の図のように「Configure > SDK Manager」から、自分
の環境にあった SDK をインストールする。
以上で、開発環境の準備は完了である。
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6. Unity で 360°映像を再生するには
(1) アセットのインポート

【映像 / 音楽】
アセットとしてプロジェクトにインポート※する。
※ 映像は Adobe Premium で編集済みであることに注意
(2) 全天球 +VideoPlayer による実装 [1]

○VR 用カメラの設置
CardboardSDKForUnity.unitypackage[2] を使用

・Assets>Import Package > Custom Package
CardboardSDKForUnity.unitypackage を Scene にインポート

・Cardboard > Prefabs
CardboardMain.prefab を Scene に追加
注 ) デフォルトの Main Camera は使用しないので削除する
○ポインター配置

・Cardboard>UI
CardboardReticle を CardboardMain>Head に D&D する
ここまでの作業を終えたらシーンを再生してみましょう。
デフォルトで白いポインターが表示されるようになります。
○全天球に映像を貼り付ける

・Import>New Asset
全天球 (Sphere) を Scene に追加する ---Sphere の Inspector で
Scale を調整する (X:Y:Z=1:1:1)
注 )Cardboard Main を Spehre の真中に配置する
--- 天球の影があるのは映像を見る上で不自然なので
Shader>Unit>Texture を選択

・Assets>Video
VideoPlayer を Scene に追加する
---VideoPlayer の Inspector

・Video Clip -> 360°映像を選択
・Render Mode -> Material Override を選択
・Renderer -> Sphere を選択
・Audio Output -> Direct※を選択
※ Ver.5.60f3 現在、Unity 上での再生では Audio が出力されるが、
Android に Build すると Audio は出力されなかった。

166 【対処方法】
Audio Output -> None を選択
mp3 ファイルなどを Audio Source として取り込み別途再生する。

７. 視点検知の実装 [2]

　Cube にポインターが入ったときを例に説明する。
・3D Object>Cube を Scene に追加する
・Cube の Inspector
例）Position(3,0,0) に変更する
---Main Camera は Position=(0,0,0) に配置されているため、
Cube の Position を調整しなければ Main Camera に映らない

・Main Camera に Physics Raycaster を追加する
--- ポインターと Cube の衝突判定に必要である。

・UI>Event System を Scene に追加する
・Event System の Inspector
Gaze Input Module を追加する
--- このままだと、Inspector に Gaze Input Module を追加したこと
により、既存の standalone Input Module と競合してしまい、うま
く動作しない。

【対処方法】
Gaze Input Module の優先順位を standalone Input Module より
も高くすれば良い。

・Gaze Input Module 欄の歯車をクリック >Move up を選択
ここまでの作業が終わったら、シーンを再生してみましょう。
ポインターが Cube を認識するようになります。



9. Android ビルド & インストール
・File>Build Settings... を選択
ー Add Open Scenes でビルドするシーンを追加する Scene を D＆D
しても良い。
ー Switch Platform>Android を選択
ー Player Settings...>
Company Name と Product Name を入力
ー Player Settings...>Other Settings
Virtual Reality Support のチェックを外す。
ー Player Settings...>Resolution and Presentation>
Allowed Orientations for Auto Rotation
横画面に固定 ->LandScape Right/Left にチェック

・Build Settings...>Build を選択する。
・ビルド先ディレクトリを選択する。（APK ファイル生成）
・生成された APK ファイルを Android 端末に移動する。
・Android 端末で APK ファイルを選択し実行する。
実行することで自動でインストールが完了する。

脚注
[1] [Unity5.6/VR]VideoPlayer と全天球による映像
https://qiita.com/UCH1DA/items/19984c2f914b0b9beb32

[2] cardboard-unity
https://github.com/jkammerl/cardboard-unity/blob/master/Car
dboardSDKForUnity.unitypackage

8. 視点検知によるアクションの実装 [2]

・Cube の Inspector において、例えば、moveUp.cs という名前で
Script を作成する。

・選択された部分のコードを入力する
--- 今回は、Y 軸正の方向に Cube が移動するようにした。
関数は、public 修飾子でなければならない。
private 修飾子にすると、イベントに指定できない。

・Cube に Event Trigger を追加する
・Add New Event Type>PointerEnter を選択
他にも Trigger はあるので、色々検証してみてください。

・Event Trigger の「+」をクリック
---Cube の Inspector にある Move Up(Script) を Runtime Only の
下 (None Object) まで D&D する

・None Function>moveup>moveCubeUp() を選択する
これで、ポインターが Cube に入ったとき、Cube が Y 軸正の方向
に移動するようになります。
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