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1 はじめに

高齢者の 4人に 1人が認知症もしくはその予備群と
なり，加齢が一番の危険因子である認知症の課題が深
刻化している．認知症とは，一旦正常に発達した知的能
力が持続的に低下し，複数の認知障がいがあるために
日常生活・社会生活に支障を来すようになった状態であ
る．認知症の人には，もの忘れや判断力の低下といった
中核症状（認知機能障がい）と不安，妄想，徘徊，興奮
といった周辺症状（行動・心理症状，BPSD: Behavioral

and Psychological Symptoms of Dementia）の 2種類
の症状が現れる．認知症の人は病院に来ても自分が何
をされているのか分からず（中核症状），興奮，暴力な
どの周辺症状が現れ，ケア現場は対応に苦慮している．
このような背景の下，認知症ケア技法ユマニチュー

ドに注目が集まっている [1]．ユマニチュードは，知覚・
感情・言語による包括的なコミュニケーション技法であ
る．経験的にはユマニチュードの効果が分かってきては
いるが，エビデンスを蓄積し，認知症ケアへの効果を
検証することが本研究の目的である．本稿では，ユマ
ニチュードの理解，及び効果の検証に向けたアプロー
チを示し，情報学的な分析方法について述べる．
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2 認知症ケア技法ユマニチュードの
評価に向けたアプローチ

2.1 人間関係を形成するコミュニケーション

ユマニチュードは，E. Gineste と R. Marescotti に
よって作り上げられた包括的なコミュニケーション技法
である [1]．表 1に示すように，ユマニチュードは「話
す」，「見る」，「触れる」，「立つ」の 4つの側面からコ
ミュニケーション技術を体系立てている．さらに，な
ぜその技術を使うのかということをケアの哲学と呼び，
ケアの思想に基づいた技術の活用を行うことに特徴が
ある．
認知症の人とのコミュニケーションが円滑にできな

いことから，ユマニチュードをはじめバリデーション，
タクティールケアなどの多くの認知症ケア技法が生み
出されている．これらの技法に共通する点は，認知症
の人とのコミュニケーションでは，常に人間同士の関
係性を構築するポジティブな働きかけを行っている点
である．そのため，マニュアル的に対応するのではな
く，表 1に示すそれぞれのモダリティを同時に持続的
に使いながらマルチモーダルに働きかけることが，人
間関係の形成につながると経験的に分かってきた．
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表 1: 認知症ケア技法ユマニチュードにおける技術的
要素

モダリティ 内容
話す トーン，頻度，内容

例：多頻度ほど好意的
見る 上下，左右，距離，長さ

例：近く長い時間ほど好意的
触れる 部位，範囲，持ち方

例：広い面積をほど好意的
立つ 歩く行為

2.2 ユマニチュードの評価プラットフォーム

経験的に確立されたユマニチュードの技法を形式知
化し，効果の評価のための観察に基づく総合的な分析
基盤を構築する．前節で示したように，単一のモダリ
ティではなくマルチモーダルな働きかけを対象とする
ことが特徴である．本研究で扱うスキル分析対象の特
徴を以下に示す．

• 認知症の人とのコミュニケーションの効果に関す
るエビデンスは少ない．

• 認知症の人と看護・介護従事者とのコミュニケー
ションの場面である．

• 行動の単一の側面ではなく複合的な関係性が評価
の対象となる．

• ユマニチュードの技術は経験的な知識であり，形
式知化されていない．

• ユマニチュードの創設者とインストラクターの専
門知識を活用できる．

• ケアの現場の映像を収録できる環境がある．

何をセンシングするかが明らかになっていないため，
映像を基軸とした総合的な分析プラットフォームを構
築し，観察によるコミュニケーションの構造化を行う
ことが本研究の第一段階のゴールである．
本研究では，このような観点からマルチモーダル感

情行動コーパスを構築してきた [2]．図 1に示すように，
構造は一意に決まるものではなく，専門家と現場の両
輪で知識の循環を行い，継続的に構造をアップデート
していく．コミュニケーションにおける価値判断基準
がある上でサイクルを回せるため，構造化が進むこと
によって効果の評価につながると考える．
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図 1: ユマニチュード評価のためのマルチモーダル感情
行動コーパス.
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図 2: Web行動観察ツール.

3 ユマニチュードの表現

3.1 記述と可視化を支援するWeb行動観察
ツール

ユマニチュードにおけるコミュニケーションの構造
化を行うために，図 2に示すWeb行動観察ツールを開
発した．著者らは子どもの行動発達研究において行動
観察ツールを設計し，記述構造の設計，類似事例検索・
比較が行える環境を構築してきた [3]．本稿では，Web

ブラウザで OSに依存せずに動作し，Webの可視化技
術を利用するためにWebアプリケーションとして発展
させた．
本ツールは，1)映像の時間区間に対するアノテーショ

ン，2)記述結果の可視化（図 2はタイムラインビュー），
3)記述結果に対する意見の付与を行う事が可能である．
映像に対して記述を行い，可視化されたものをベース
に議論することによって記述構造を設計していくこと
が可能である．

3.2 記述プリミティブの設計

表 1に示すスキルを表現するために，前節で述べた
ツールを活用してインストラクターとのカンファレン
スを通して記述構造を設計した．「立つ」というスキル
は表現が多様であるため，第 1段階のバージョンとし



表 2: 映像データに基づく事例の表現プリミティブ
モダリティ 内容 詳細
話す 発話内容 書き起こし

分類 平叙文，命令文，
疑問文，感嘆文

見る 視線の先 人やモノの部位
例：目，口，手，など

距離 30cm以内，それ以外
触れる 部位 人の部位

使用した手 右，左，両方
使用した場所 指，手，指＋手，など
親指の使用 ture, false, -

媒介物 何を使って触れたか

て，「見る」，「話す」，「触れる」の 3つのスキルに着目
した．それぞれの共通項は，行為者，対象者，時間区
間，記述者の 4つである．それぞれのスキルの表現の
ために表 2に示すプリミティブを設計した．これらの
プリミティブを用いることによって，どのような記述
結果が人間関係を形成するケアであるかを表現するこ
とが可能となる．次節では，設計した記述構造を用い
た分析例について示す．

4 ユマニチュードにおけるコミュニ
ケーションの分析

ユマニチュード映像事例を分析した結果について示
す．郡山市の慢性期病棟を対象に，ビデオの収録には
口腔ケアの場面を対象とし，2名の記録者がビデオカメ
ラ（Panasonic HC-V750M）による映像の収録を行っ
た．ユマニチュードを学習し始めて 3ヶ月程度の看護
師 1名と介護福祉士 1名が，重度の認知症の人へケア
する事例を対象とした．映像の行動を表 2に基いて大
学院の学生 2名がそれぞれの映像を記述し，その記述
結果を下に，Gineste，本田，インストラクターとのカ
ンファレンスにより分析を行った．
分析結果を図 3に示す．本稿で使用した口腔ケア事

例では，「立つ」スキルを使用しないため，「見る」，「話
す」，「触れる」の三つのモダリティにおけるスキル分析
を行った．図 3は，「見る」に着目した例で，アイコンタ
クトをしている状況を示している．ユマニチュードの
スキルにおいて，「見る」とは相手の視線を 30cm以内
で捉えていることを意味する．すなわち，アイコンタ
クトができている状態とは，相手の視線を互いに 30cm

以内の距離で捉えている状態である．それぞれのモダ
リティのプリミティブを設計することによって，どの
ようなインタラクションが人間関係を形成するスキル
であるかを表現することが可能となる．

認知症の人の視線

part: eye

distance: 30cmアイコンタクト

part: face?

distance: over

看護師の視線

看護師と認知症の人の関係

看護師が相手の目を

近い距離で捉えられていない

part: eye

distance: 30cm

図 3: Web行動観察ツール.

このように，人間関係を形成するスキルを表現する
ためには，それぞれのモダリティがもっているスキル
の表現，モダリティ間の関係，そして人同士の関係を
記述することによって表現できると考える．設計した
構造に基づいて他のセンサを導入することで，包括的
なエビデンスベースの分析プラットフォームの構築に
つながる．また，スキルの表現が進むことによって，収
録した映像に対して蓄積した知識を活用した表現が可
能となり，教育への展開も期待される．
一方，行動の表現方法においては課題が残る 1．例

えば，触れ方における強さ，ストロークは重要なスキ
ルであるが，どのように記述するかを検討する必要が
ある．スキルに対してどの程度の抽象度で構造化する
かが重要であると考える．また，ボトムアップのアプ
ローチだけではなく，どのような行為がポジティブな
関係を形成するか，なぜそのケアをそのタイミングで
実施したのか，といったトップダウンのアプローチも
取り入れていく必要がある．著者らは「ゴール」による
表現が子どもの発達分析において有効であることを示
しており，今後本研究においても適用できると考える．

5 むすび

認知症ケア技法ユマニチュードの評価に向けた口腔
ケアにおけるコミュニケーションの分析システムにつ
いて述べた．コーパスを基軸としたアプローチは，コ
ミュニケーションスキルの構造化を継続的に行い，エ
ビデンスに基づく効果分析プラットフォームに発展で
きることが示唆された．今後は，継続的に事例を収集
し分析を進めることによって，効果の検証に着手する．
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