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1. はじめに
ユマニチュードは、近年、認知症患者に対する優し
い介護として注目されている介護技法である。ユマニ
チュードは、”見る”、”話す”、”触れる”、”立たせ
る”の４つのスキルからなるマルチモーダルケア技術
であり、それらを同時に適切なタイミングで実施する
ことで認知症患者とのコミュニケーションを図り、人
と人とのつながりを意識しながらケアを提供する。介
護現場では、ユマニチュードの導入による PTSDの減
少やバーンアウトの防止などの効果が報告されている
が、複数のスキルをケアの状態に応じて適切に組み合
わせる必要があり、習得には専門的な訓練が必要であ
る。通常は、患者役の模擬患者や人形を用いた訓練が
行われるが、模擬患者には認知症患者としてのスキル
が必要であり、人形ではユマニチュードで重要なコミュ
ニケーションが訓練しづらい。
そこで我々はこれまで人形と複合現実デバイス、接
触センサを用い、人形の頭部に CGの顔画像を重畳表
示することで、視線変化や表情変化を再現し、また人
形を使うことで触れる技術も訓練できる認知症ケア教
育システムを開発している。本稿では、新たに開発し
た第三次実証システム HEARTS 3について報告する。

2. 認知症ケア教育システム HEARTS

2.1 HEARTS 1

HEARTS (HumanitudE AR Training System) 1は
2019年に開発した第一次システムである [1] [3] [2] [4]

[5]。このシステムでは、Microsoft HoloLens、分布型
ウエアラブル全身触覚センサを用い、柔らかな全身型
人形の頭部に AR画像を重畳表示する。システムの概
略を図 1に示す。
ユマニチュードで重要な”見る”スキル、すなわち
目線を合わせる技術は、HoloLensとアバターの視線方
向の一致度で判定している。判定結果は、図 2に示す
ようにアスタリスクで訓練者にフィードバックされる。
また”触れる”スキルは、新たに開発した分布型ウエ
アラブル全身触覚センサにより、体に触れた部位と力
を計測し、接触部位と力の大小で判定している。強く
触りすぎたとき、あるいは胸など不適正な場所に触っ
た場合には、図 3に示すように画面上に警告が表示さ
れる。
HEARTS 1は実際に認知症家族の会やインストラク
タが使用し、HoloLensの視野が狭い、視線を合わせる
ことが難しい、表情が硬く怖い、などのコメントが得
られた。
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図 1 HEARTS 1 [1]

図 2 ”見る”スキルの訓練

図 3 ”触れる”スキルの訓練

2.2 HEARTS 2

HEARTS 1の評価をもとに、2020年に新たに第二次
システム HEARTS 2を開発した [6]。このシステムで
は、より視野の広い Microsoft HoloLens 2を用い、ア
バターも高齢女性とアニメ調の 2種類を追加した（図
4）。HEARTS 2 では、座った状態に加えてベッドに寝
ている状態や、Humanitudeの５つのステップ（出会
いの準備、ケアの準備、近くの連結、感情の固定、再
会の約束）が訓練できるシナリオを追加した（図 5）。
3. HEARTS 3
今回新たに開発した第三次システムHEARTS 3を図

6に示す。本システムでは、HEARTS 1, 2で用いた分
布型ウエアラブル全身触覚センサに代わり、訓練者が装
着し、より簡便に接触計測が可能な触覚センサグロー
ブ（Pressure Profile Systems社製、Tactile Glove)を



図 4 ２つのアバター（高齢女性とアニメ調）
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図 5 ”出会いの準備”の訓練

用いた。
また、HEARTS 3では新たに、これまでの”見る”、”

触れる”スキルに加えて、”話す”スキルも計測し、さ
らにそれらを組み合わせたマルチモーダルケアが実践
できているかを数値で提示する機能を実装した。
具体的には、話すスキルの計測には、HoloLens 2の
マイクロフォンを用い、音圧が一定値以上であれば話
しているとみなしている。また、図 7に示すように、総
訓練時間に対し、
1. ”見る”、”触れる”、”話す”が個別に実施でき
ている時間割合

2. ”見る”、”触れる”、”話す”を、少なくとも２
つ以上組みあわせて実施できている時間割合

図 6 HEARTS 3

を、訓練者の視野に表示できるようにした。さらに、目
線があった時、強く触りすぎたときなどに、画面への
警告やアバターの表情変化（図 8）に加えて、”ウフフ”
や“ウッ”などの音声で反応を返す機能も実装した。ま
た、 ”見る”、”触れる”、”話す”が全く出来ていな
いときには、音声で「コミュニケーションが取れてい
ない」と警告が出るようにした。

図 7 ”見る”、”触れる”、”話す”の評価とスコア提示

目線を合わせ、弱く触ったとき

目線を合わせ、強く触ったとき

図 8 表情変化と警告の表示



4. おわりに
本稿では、”見る”、”触れる”、”話す”スキルを同時
に提供するマルチモーダルケア技術を訓練できる、ユ
マニチュードを用いた認知症ケア教育システムの第三
次実証システム HEARTS 3について報告した。
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