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1. 研究開発プロジェクト名 

 

音声つぶやきによる医療・介護サービス空間のコミュニケーション革新 

 

2. 研究開発実施の要約 

我が国においては、高齢化が急速に進み、医療・介護現場の根本的な変革が不可避であ

る。本プロジェクトの目的は、様々な医療・介護関係者が患者や高齢者のために一体とな

って、効率的に業務を行うことを支援するシステムの実現である。本目的を達成するため

に、医療・介護関係者間のコミュニケーションを支援する「つぶやき時空間コミュニケー

ションシステム」とコミュニケーションの実績データを用いてサービスを評価する「サー

ビス空間可視化評価システム」を開発する（図2-1）。また、新サービス開発では、フィー

ルド（現場）との共創が不可欠であり、要素技術開発およびシステム開発と協力機関（東

芝林間病院、ソノラスコート三鷹、ほか）のフィールドでの試行評価（サービス最適設計

ループ）を繰り返し、実用的な技術・手法・システムの構築を目指す。 

 

 

図 2-1：プロジェクトの目標と開発するシステム 

H23年度は、つぶやき時空間コミュニケーションシステムの骨格システム（ベースシステ

ム）を開発し、それを用いて実フィールドおよび仮想フィールドで試行評価を行った。併行

して、試行評価で得られたデータを用いてコアとなるエンジンの高度化を行った。また、サ

ービス空間可視化評価システムに関しては、動線の可視化のプロトタイプを作成するととも

に負担感評価手法の基盤技術を開発した。H23年度の成果および抽出できた課題に基づき、

H24年度およびH25年度では各技術の洗練化を完了するとともにシステムとして統合し、実

フィールドにおいて総合的な試行評価を実施し、目標を達成する。 

H23年度の成果の概要を下記に示す。 

（１） つぶやき時空間コミュニケーションシステム（3.3.1節） 

フィールド調査で得られた看護・介護のコミュニケーションを分析し、新しく提案
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した情報スーパバイザ制御モデルに基づく「つぶやき交換機」の概念を確立した。

つぶやき交換機の概念を実装し、フィールドでの試行評価を実現するためのスマー

トフォンとWebサーバから構成されるベースシステムを完成した。併行して、ベー

スシステムの試行評価で得られたデータを用いて、ベースシステムに組込みより賢

いシステムを実現する４つのコアエンジン（位置推定エンジン、行動・業務推定エ

ンジン、キーワード抽出エンジン、つぶやき自動分類・配信エンジン）の高度化を

実施した。 

（２） サービス空間可視化評価システム（3.3.2節） 

サービス空間可視化評価システムの可視化機能を物流業・製造業向け可視化パッケ

ージソフトウェアをベースに開発した。そのシステムを用いて、フィールド実験で

観察された事例をシステム上でモデル化し、可視化を行い、有効性を確認した。ま

た、可視化および看護・介護記録のテキスト分析のためのデータベースの設計を行

った。さらに、部屋の構成や患者・要介護者の割り当てなどの条件を変えた場合の

シミュレーションを可能にするオブジェクト指向ペトリネットに基づくシミュレー

ションの要素技術を開発し、仮想フィールド実験でモデルの妥当性を検証した。 

（３） サービス評価手法（3.3.3節） 

サービス評価手法に関しては、つぶやき時空間コミュニケーションシステムのユー

ザビリティ評価手法とサービス空間可視化評価システムに組み込む負担感評価手法

の基礎検討を行った。前者は、介護や看護の現場での利用を想定し，記憶の補助と

してメモすべき事柄を音声によって録音することが，どの程度の効果をもつか，記

憶補助メディアとしての効果を実験によって明らかにした。後者は、特別養護老人

ホームの食事介助時におけるリソース配分と負担感の関係を調査し、負担感に関す

るサービス評価手法の雛形を開発した。 

（４） フィールドにおける試行評価（3.3.4節） 

開発したベースシステムを用いて、中規模病院（東芝林間病院）および介護付き有

料老人ホーム（ソノラスコート三鷹）で試行評価実験を行い、有効性と様々な具体

的な課題を抽出した。また、実フィールドでの試行評価は現場の業務が最優先であ

り、実験条件の制御や繰り返し実験などは困難である。そこで、実際のフィールド

を模擬した仮想フィールド実験環境を構築・整備し、ベースシステムの基本機能の

評価を行った。 

 

3. 研究開発実施の具体的内容 

 

3.1. 研究開発目標 

 

本プロジェクトの主目標は、超高齢化が進み何らかの変革が不可避な医療・介護現場に

おいて、様々な医療・介護関係者が、患者や高齢者のために一体となって効率的に業務を

行うことができる、新しいコミュニケーションの実現である。具体的達成目標は，次の２

項目である。これは、プロジェクト開始時から変化はない。 

具体目標１： 

作業的・心理的負担感の尐ない行動型サービス向けインタラクション技術の開発 
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- 従事者間の業務連携を考慮した看護・介護業務のモデリング手法を開発し，本プ

ロジェクトの協力機関である医療・介護現場の特定業務のモデル（ユースケース）

を構築する． 

- そのモデルに基づく看護・介護従事者の状況推定・配信制御エンジンを開発する． 

- そのエンジンを組み込み，負担感の尐ないつぶやき時空間コミュニケーションの

試行実験システムを開発する（図3.1-1）。  

具体目標２： 

負担感評価手法およびアシスト空間設計手法によるシステム改善サイクルの実現 

- 行動型サービスにおける情報アシストシステム利用時の負担感計測等のサービス

評価手法を開発する． 

- そのサービス評価手法に基づき，サービス空間可視化・評価システムを開発し、

本プロジェクトの協力機関である医療・介護現場において、音声つぶやきコミュ

ニケーションステムの試行・改善サイクルを実現する． 

- 上記の改善サイクルおよび他施設での横展開をシステマティックに行うためのサ

ービス空間設計手法を開発する． 

 

従来の手段

電話／ＰＨＳ

インカム
（構内無線）

メール

ボイス
レコーダー

メモ
代
替

蓄積
閲覧

内視鏡室

医師

記録
引継ぎ

業務進捗
把握

連携

○○さん、
△△に

注意して経
過観察

終わりそう
ですか？

○○さんの
転倒に注意

業務で決められた記録・連絡＋それ以外の「気づき」や「状況」の共有

リーダー

病室

ナースセンター

スマート
つぶやき
交換機

必要な人に必要なタイ
ミングで必要な形式に
して「つぶやき」を配信

検査はもう
少し時間か
かるかも

簡単な操作で発信情報が増える！
適切な配信で活用情報が増える！

ボタン１つ
＋つぶやき

 

図 3.1-1：つぶやき時空間コミュニケーションシステム 

 

H22年度は、関連する技術の文献調査を行うとともに、東芝林間病院，ソノラスコート三

鷹，グループホームなどの協力機関の看護・介護現場で調査を実施し、業務分析を行った。

その実験・分析に基づき、技術課題を明確化するとともにつぶやき時空間コミュニケーシ

ョンシステムの概念設計を行い、H23年度の開発項目の具体化を検討した。サービス空間可

視化・システムに関しては，サービス評価手法の調査および概念設計を行った。 

H23年度は、つぶやき時空間コミュニケーションシステムを詳細設計・実装し、要素機能

レベルの試行実験を実施し、その結果をシステムおよび手法に反映する。H22年度の検討結

果に基づき、当初の計画に対して、①現場およびモニタによる分析用音声データの効果的

な収集、②部屋単位で位置情報を獲得できる可搬型の器具の調達、③病院や介護施設での

フィールド実験を補完するためのモニタを使った仮想実験、を強化する。これらの内容は、

概ねマスタスケジュール（図3.1-2）に沿っている。 
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図 3.1-2：マスタスケジュール 

3.2. 実施方法・実施内容 

 

H23年度に計画した実施方法・実施内容を下記に記載する。 

（１） 東芝林間病院，ソノラスコート三鷹，石川県内の介護施設などの協力機関の看護・

介護現場の調査を継続し，複数の特定業務に関して詳細な業務分析を行う。 

（２） 看護・介護業務モデリングに関しては，H22年度の概念設計および（１）の分析結

果に基づき、看護・介護業務モデルの第１版を開発すると共に、試行実験フェー

ズ１等での記述実験を行い、その結果を反映させた第２版を開発する． 

（３） セミアクティブ行動推定に関しては，H22年度の調査および検討結果に基づき、行

動推定行動推定エンジンの第１版を開発すると共に、試行実験フェーズ１等での

フィージビリティ検討を行い、その結果を反映させた第２版を開発する． 

（４） 音声つぶやきインタラクションに関しては，H22年度の調査および検討結果および

（１）の分析結果に基づき、音声つぶやきインタラクションモジュールの第１版

を開発すると共に、試行実験フェーズ１等での記述実験を行い、その結果を反映

させた第２版を開発する．特に、H22年度の東芝林間病院での基礎実験に基づき、

①現場およびモニタによる分析用音声データの効果的な収集、②部屋単位で位置

情報を獲得できる可搬型の器具を調達する1。 

（５） アシスト空間設計方法論に関しては，H22年度の調査および検討結果に基づき、ア

シスト空間設計方法論および空間の可視化ツールの第１版を開発すると共に、試

行実験フェーズ１等でのフィージビリティ検討を行い、その結果を反映させた第

２版を開発する．  

                                                   
1 音声入出力のストレスフリーデバイス開発も当初の計画に入れていたが、適切な市販のマ

イクやイヤホンの調達で対忚した。 
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（６） 各モジュールを統合する音声つぶやきコミュニケーションシステムの第１版を開

発すると共に、試行実験フェーズ１で要素機能の評価を行い、その結果を反映さ

せた第２版を開発する． 

（７） 試行実験・サービス評価に関しては、H22年度の調査および検討結果に基づき、試

行実験・サービス評価法の第１版を開発すると共に、試行実験フェーズ１等での

適用評価を行い、その結果を反映させた第２版を開発する。また、病院や介護施

設でのフィールド実験を補完するための仮想フィールド実験環境を確立する。 

 図3.2.-1に開発するシステムとフィールド実験の関係を示す。各フィールドでは、最初に

業務分析を実施し、その知見に基づきシステムを開発し、開発したシステムの試行評価を

行いデータと課題を抽出し、システムの洗練化を行う。 

業務分析
（観察実験）

H22下 H23上 H23下

林間
病院

システム
試行実験

システム
試行実験Φ ２

H24年度

ソノ
ラス

業務分析
業務分析

（観察実験）
システム
試行実験

システム
試行実験Φ ２

一部組込み

自生園 業務分析
業務分析

（観察実験）
システム
試行実験

仮想フィールド
実験

システム試行実験（３回）

システム 概念設計 Φ １（記録） Φ ２（業務連携） Φ ３

病院情報
システムとの接続検討

９月

２月

１２月 １月 ２月

 

図 3.2-1：開発システムと試行評価の関係 

3.3. 研究開発結果・成果 

 

本プロジェクトの成果は、つぶやき時空間コミュニケーションシステム（音声つぶやき

システム）とサービス空間可視化評価システムから構成される。以下では、H23年度に研究

開発を行ったつぶやき時空間コミュニケーションシステム、サービス空間可視化評価シス

テム、サービス評価手法およびそれらのシステムや手法を適用したフィールドにおける試

行評価結果を説明する。 

 

3.3.1. つぶやき時空間コミュニケーションシステム 

 

 本節では、最初につぶやき時空間コミュニケーションの概要とモデルを議論し、次にH23

年度に開発したシステム、最後に賢いコミュニケーションを実現するエンジンに関して説

明する。 
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（１）つぶやき時空間コミュニケーションの概要 

 

 看護師・介護士の行動型サービスに適したコミュニケーション手段は何だろうか．行動

型サービスにおいて、最も自然で負担の尐ないコミュニケーション手段はハンズフリーの

「音声」であろう。実際、歯科医院などの小規模の医療現場では、近年インカム（構内無

線）型の音声コミュニケーションツールが導入され、効果をあげている。しかし、インカ

ム型音声コミュニケーションは、放送型で全員が聞こえる、同時に１人しか発話できない、

会話を記録できない（物理的に録音できても活用が困難）等の制約があり、規模の大きい

病院や介護施設における業務効率化には限界があった。 

一方、近年新しいコミュニケーション手段としてTwitterに代表されるマイクロブログが

注目され、爆発的にユーザを増やしている。チャットや掲示板と比べたマイクロブログの

本質的特徴は、「準リアルタイム性」と「巧妙なメッセージ配信制御」にある。この２つ

の機能により、心理的負担が緩和され、新しいコミュニケーションとして普及したと思わ

れる。本プロジェクトでは、音声メッセージとマイクロブログ的なコミュニケーションを

融合したつぶやき時空間コミュニケーションシステム（図3.1-1）を提案する。 

インカム型音声会話は放送型であったが、提案システムでは、音声メッセージ（以下、

つぶやき）を必要な相手に適切なタイミングで適切な形式で配信する。ここで、誰にいつ

配信するかは、利用者がその場で指定する必要は無く、つぶやき内容と発話時のセンサ情

報と業務情報から自動的に計算される。この配信制御機構を「つぶやき交換機」と呼ぶ。 

この音声つぶやきシステムで、時空間を超えたコラボレーションを支援できる。すなわち、

病棟や検査室など空間的に離れた人同士のコラボレーションのための「空間コミュニケー

ション」と、ベッドサイドでのつぶやき発話する人と後でナースセンターでの記録や引継

ぎ時でつぶやきを活用する人（自分自身も含む）同士のコラボレーションのための「時間

コミュニケーション」の両方の機能を持っている。 

  図 3.3.1-1は、つぶやき交換機の構成を示したものである。送り手が発話した生音声に、

発話時の位置、加速度、キーワード、業務などをセンサ情報や業務情報から推定し、状況

タグとして生音声に注記（アノテーション）する。つぶやき交換機は、状況タグを用いて、

つぶやきを分類し、生音声を必要な人に適切なタイミングで適切な形式で配信する。 

 

図 3.3.1-1：つぶやき交換機の構成 



社会技術研究開発 

研究開発プログラム「問題解決型サービス科学研究開発プログラム」 

平成２３年度 「つぶやき空間」 

研究開発プロジェクト年次報告書 

10 

 

図 3.3.1-2はつぶやき交換機の自動分類・配信のイメージ図である。病室で患者に関して

つぶやいた音声を、ある場合（入浴時の注意点）は浴室で配信し、ある場合（食事の変更）

は引継ぎ時に自動的に配信する。 

 

図 3.3.1-2：つぶやき交換機による自動分類・配信 

（２）コミュニケーションモデル 

 

（ア）看護・介護コミュニケーションの目的と手段 

 

音声つぶやきシステムを設計・評価するためには、ベースとなるコミュニケーションの

モデル化が必要である。本プロジェクトでは、看護・介護の業務プロセスの観点から、離

散事象システムによるモデル化の検討を行ってきた[鳥居11, 平石 11]。具体的には、看護

師、介護士の連携業務をペトリネットでモデル化し、シミュレーションにより、連携支援

の有無の効果を定量的に評価した。これらは、コミュニケーションシステムのモデル化に

加えて、情報の送り手と受け手の挙動も離散事象モデルで表現し、シミュレーションを行

ったものである。しかし、実際は機械のように単純にはモデル化できないため、人間的要

素をどのように扱うかが課題であった。以下では、まずコミュニケーションの目的と手段

を整理し、本システムのコア技術である「つぶやき交換機」の位置づけを明確にする。 

 

コミュニケーションの目的 

本プロジェクトの協力機関（中規模病院、介護付き老人ホーム）等での業務観察・ヒア

リング・音声収録実験に基づき、看護・介護の行動型サービスのコミュニケーションの目

的を表 3.3.1-1に整理した。ここでは、自分自身のためのメモも、現在の自分から将来の自

分へのコミュニケーションとして扱っている。また、人－人（人－機械－人）のコミュニ

ケーションを対象とし、コンピュータへのデータ入力など、人―機械のコミュニケーショ

ンは分類の対象外とした。 
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コミュニケーションの手段 

看護・介護のコミュニケーション手段を文献[松尾 99]（P72,表3.1.2）などを参考に整理

した（表 3.3.1-2）。ここで、仲介（人間）とは、昔の電話交換手的な手段を意味している。

表 3.3.1-3は、表 3.3.1-1の各目的に対する各手段の適合性を示したものである。コミュニ

ケーション手段には、それぞれ特徴があり、現場では複数の手段を併用している。しかし

ながら、看護や介護のような行動型サービスにおいては、キーボード操作は難しく、複数

の機器を身に着けることも避けたい。音声つぶやき交換機は、ハンズフリーの音声入力を

ベースとして、複数のコミュニケーション手段（音声メール、掲示板、インカム、ＳＮＳ、

仲介）を一元的に提供することを狙っている。これらの様々なコミュニケーション手段を

一元的に扱うためのモデルとして情報スーパバイザ制御を導入する。 

 

（イ）つぶやき交換機のモデル：情報スーパバイザ制御 

 

情報スーパバイザ制御 

協調しながら並行的に動く離散事象システムの仲介的制御モデルにスーパバイザ制御

(supervisory control)があり、主に機械のシーケンス制御の分野で多くの先行研究がある。

従来のスーパバイザ制御は、離散事象システムが制御仕様を満たすように次に生起できる

事象(event)を指示することで直接的な制御を行っている[機械学会 06]。ここでは、従来型

のスーパバイザ制御を「事象スーパバイザ制御(event supervisory control)」と呼ぶことに

する。看護師・介護士も協調しながら並行的に動くが、制御対象が機械でなく人間である

ため、事象スーパバイザ制御でモデル化するのは無理がある。具体的には、コミュニケー

ションを仲介するつぶやき交換機のモデル化には下記の点を考慮する必要がある 。 

A) 人間の情報処理能力には限界がある（すべての情報を利用した最適な判断を、短時間

で行うことは難しい）。 

B) 人間は提示された情報に基づき最終的には自分で判断して行動する。 

C) 人間はコード化（形式知化）されていない暗黙的な知識も用いて行動する。すべての

知識をコード化することは非現実的である（人間の挙動は完全にはモデル化できない）。 

D) 人間は、必要ならば情報の確認や問い合わせができる。また、情報に対するフィード

バックができる。 

E) 人間の行動はばらつきが多い（属人的なばらつき、気分・時間・体調によるばらつき）。 

本稿では、事象スーパバイザ制御に対して、情報提示・配信の４Ｗ１Ｈを制御すること

で、間接的に協調行動を支援する「情報スーパバイザ制御 (information supervisory 

control)」を提唱する（図 3.3.1-3）。情報提示・配信の４Ｗ１Ｈの制御とは、目的に合わ

せて、必要な情報（ＷＨＡＴ）を、適切な人（ＷＨＯ）に、適切なタイミング（ＷＨＥＮ）・

場所（ＷＨＥＲＥ）で、適切な形式（ＨＯＷ）で、提供することである。すなわち、秘書

のように、対手に対して気を利かせて情報を提示・配信する。ここで、「間接的制御」と

は、与えられた情報を見て最終的に行動を決めるのは人間であるという意味である。黒板

モデルやエージェントモデルもプロセス／エージェントが外部環境を見ながら自律協調的

に動くモデルであるが、スーパバイザによる情報提示配信の制御は行っていない。 
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事象スーパバイザ
（事象の制御）

情報

指示
（動かせる
事象を指示）

制御対象

機械

情報スーパバイザ
（情報の制御）

制御対象

人間

判断 判断

判断

情報

情報
（４Ｗ１Ｈ
を制御）

 

図 3.3.1-3：事象スーパバイザ制御と情報スーパバイザ制御 

つぶやき交換機は、人間間のつぶやきの提示・配信の４Ｗ１Ｈを制御する情報スーパバ

イザ制御としてモデル化できる。情報スーパバイザ制御としてのつぶやき交換機の本質的

特徴は、以下の４点に集約される：（Ｃ１）自動配信（４Ｗ１Ｈ）制御、（Ｃ２）情報提

示による間接制御、（Ｃ３）問合せフィードバック活用、（Ｃ４）複数手段の一元化。こ

こで、情報スーパバイザ制御自体は、ハンズフリーの音声入力を必須要件とするものでは

ないが、ハンズフリーの音声入力では、自動配信制御が必須となる。 

 

つぶやき交換機の配信制御パターン 

つぶやき交換機の配信制御パターンは、情報スーパバイザ制御の４Ｗ１Ｈに対忚させて

整理できる。 

 不要な人に不要な情報を配信しない（ＷＨＯ）：多量の不要情報（スパム情報）に必

要な情報が埋もれないようにする。人間の認知限界に基づく配信制御である。 

 状況に合わせて利用しやすい形式に加工する（ＷＨＡＴ）：目的や受け手の状況に忚

じて、つぶやきの発話状況・内容を表したタグをカスタマイズし、つぶやきに付けて

配信する。 

 配信順序や優先度を制御することで最適を図る（ＷＨＥＮ）：同じつぶやきを複数人

の配信する場合（例えば、ナースコール対忚依頼）、依頼受理の衝突現象が起こる。

これを回避するために配信順序を変え、時間差を付ける。これにより、無駄な動きを

回避できる。 

 受信する場所を考慮して配信する（ＷＨＥＲＥ）：例えば、優先度の低い情報は患者

との対話や処置中に配信しないようにし、病室から廊下に出て移動中に配信する。 

 目的に合わせて配信モードを変える（ＨＯＷ）：つぶやきの目的によって緊急モード

／通常モード／参考モード等を切り替える。参考モードはPull型にする。 
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表 3.3.1-1：看護・介護コミュニケーションの目的 

 コミュニケーションの目

的 

配信先2 配信先の

行動 

業務観察・ヒアリング・音声収録実験で得ら

れた具体的状況 

1 記録のための記憶補助 

（メモ） 

自分 

（１対１） 

記録 業務完了時に病院情報システムに記録すべき看

護・介護内容（経時記録）をメモする。 

2 引継ぎのための記憶補助（メ

モ） 

自分 

（１対１） 

伝達 日勤・夜勤の業務引き継ぎ時のミーティングに伝達

すべきと思う情報をメモする。 

3 アクションアイテムのため

の記憶補助（メモ） 

自分 

（１対１） 

行動 検査室や浴室などへの患者の送迎など、一定時間後

に行うべき業務を掲示版や付箋にメモする。 

4 伝言のための記憶補助 

（メモ） 

自分 

（１対１） 

伝達 患者の状況や依頼事項など医師や同僚看護師に伝

えるべき情報をメモする。 

5 情報提供・状況報告 

（即時性有） 

他人 

（１対多） 

行動 

（間接期待） 

入浴介助の進捗状況など、同僚と共有することで連

携がスムースになる情報を発信する。 

6 情報提供・状況報告 

（即時性無） 

他人 

（１対多） 

行動 

（間接期待） 

多職種間の連携をスムーズするために必要な患

者・高齢者の経過情報を発信・共有する。 

7 指示・依頼・質問 

（即時性有） 

他人 

（１対多） 

行動 

（直接期待） 

入浴介助時に次の入浴予定者を浴室に連れてきて

欲しいなどの依頼を行う。 

8 指示・依頼・質問 

（即時性無） 

他人 

（１対多） 

行動 

（直接期待） 

在宅診療時に後日配達すべき薬の内容を薬剤師に

指示する。 

9 回答・フィードバック 

（即時性有） 

他人 

（１対１） 

行動 入浴やリハビリの待ち状況など、質問された内容に

関して回答する。 

10 回答・フィードバック 

（即時性無） 

他人 

（１対１） 

行動 ＳＮＳ等で提供された情報へのフィードバックを

行う（イイネ！の登録など）。 

表 3.3.1-2：看護・介護コミュニケーションの手段 

手段 媒介 距離 時間 チャン

ネル 

記録

性 

方向 スーパ

バイザ 

対面 音声 近接 同期 多対多 無 push 無 

手書きメモ 

（個人付箋） 

紙 近接 非同期 １対１ 無 pull 無 

電話 音声 遠隔 同期 １対１ 無 push 無 

掲示板（共有付箋） 紙、ボード 遠隔 非同期 多対多 無 pull 無 

インカム 音声 遠隔 同期 多対多 無 push 無 

メール テキスト 遠隔 非同期 １対多 有 push 無 

掲示板（ＳＮＳ） テキスト＋画像 遠隔 非同期 多対多 有 pull 無 

仲介（人間） 

例：電話交換手 

音声 遠隔 同期＋ 

非同期 

多対多 無 push 有 

つぶやき交換機 音声＋テキスト＋

画像 

遠隔 同期＋ 

非同期 

多対多 有 Push/pull 有 

                                                   
2 コミュニケーションの道具やシステムが情報を配信する相手。 
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表 3.3.1-3：コミュニケーションの目的（表 3.3.1-1 の１～１０）に対する各手段の適合性 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

対面（会議） × × × × ◎ × ◎ × ◎ × 

手書メモ（個人付

箋） 

◎ ◎ ◎ ◎ × × × × × × 

電話 × × × × ◎ × ◎ × ◎ × 

掲示板（共有付箋） △ △ △ △ × ◎ × △ × × 

インカム × × × × ◎ × ◎ × ◎ × 

メール ○ ○ ○ ○ △ ◎ △ ◎ △ ◎ 

ＳＮＳ △ △ △ △ × ◎ × ◎ × ◎ 

仲介（人間） × × × × ○ △ ◎ △ ○ △ 

つぶやき交換機 ◎ ◎ ◎ ◎  ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ 

 

（２）音声つぶやきベースシステム 

 

看護・介護業務中に、いつでもどこでもスマートフォンに音声をつぶやくことにより、

スタッフ間の仕事の連携をスムースに行うことを支援するシステムの骨格（ベースシステ

ム）を開発した（図 3.3.1-4）。ユーザがスマートフォン（Android端末）によって音声つ

ぶやきをサーバに登録すると、サーバ側で連絡が必要な人を推定して、その人の手元のス

マートフォンに音声ささやきが届く。また過去のつぶやきはサーバ側に集積し、インター

ネットブラウザでそれらをさまざまな角度から閲覧することができる。業務連携の相手を

特定するために、スマートフォンの機能を利用して位置情報を取得し、また、音声を解析

してキーワードを抽出することによって、その人の現在の業務内容を推定する。また、音

声つぶやきには、写真や動画、テキストメモ、バイタル計測値なども付加することができ

る。 

 

 

図 3.3.1-4：音声つぶやきベースシステム 
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 音声つぶやきベースシステムのスマートフォン側のアプリケーションの画面例（図 

3.3.1-6、図 3.3.1-7）とWebサーバ側のアプリケーション（図 3.3.1-5）の画面例を示す。 

 

音声つぶやき閲覧画面

生音声

音声認識結果

位置推定結果

絞り込み表示

つぶやきの重要度付け・タグ付け

 

図 3.3.1-5：Web サーバ側のアプリケーション画面例 

 

図 3.3.1-6：ベースシステムの画面例（登録機能） 
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図 3.3.1-7：ベースシステムの画面例（閲覧機能） 

 

（３）つぶやき交換機を実現するエンジン 

 

 つぶやき交換機は、位置推定エンジン、行動・業務推定エンジン、キーワード抽出エン

ジン、つぶやき分類・配信エンジンから構成される。以下で、各エンジンに関して説明す

る。 
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位置推定エンジン
（１月中組込み）

位置推定エンジン
（１月中組込み）

業務推定エンジン業務推定エンジン
キーワード抽出

音声認識
エンジン

キーワード抽出
音声認識
エンジン

つぶやき分類・配信エンジンつぶやき分類・配信エンジン

Bluetooth発信器
加速度センサー

音声業務知識

スケジュール

建物情報

サービス空間
可視化

サービス空間
可視化

 

図 3.3.1-8：つぶやき交換機を実現するエンジン 

（ア）位置推定エンジン 

 

H22年度に実施した医療機関における実地調査の結果、長時間単体動作できる位置マーカ

デバイスおよび位置推定システムの必要性が明らかとなった。そこで、本プロジェクトで

は、Bluetooth無線通信技術を用いた位置マーカデバイス、および位置推定システムを新た

に開発した。位置マーカデバイス自体は、既存の汎用部品を組み合わせたものであるが、

これを東芝の既存保有技術であるSmartphone用ロギングソフトと連動動作させることに

よって、(1)多人数協調作業の実施状況（動線）を把握する、(2)行動及び業務の推定精度を

高める、(3)音声つぶやきの解釈（分類、情報補完）と活用への手がかりを得る、といった

目的に利用できる。位置マーカデバイスを用いた位置推定システムを図 3.3.1-9に示す。ま

た、位置マーカデバイスの外観を図 3.3.1-10に示す。 

 

図 3.3.1-9：Bluetooth 位置マーカデバイスを用いた位置推定システム 

 

図 3.3.1-10：Bluetooth 位置マーカデバイスの外観 
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本デバイスは、その後、医療機関「東芝林間病院」や、介護施設「ソノラスコート三鷹」

でのフィールド実験に投入し、活用した。 

 

2011年9月19日、東芝林間病院おいて、Bluetooth位置マーカデバイスの実地評価を実施

した。林間病院の新棟２階と5階に、合計48個のBluetooth位置マーカデバイスを配置した。

そのうえで、ロギングアプリを起動したSmartphoneを携帯した実験者が、自由に移動しな

がら、要所要所で時刻入り画像を撮影しつつデータ収集を行った。その後、画像に基づい

て正解動線を作成し、受信ログに基づいて滞留エリアを推定し、両者の比較による評価を

実施した。その結果を表 3.3.1-4および表 3.3.1-5に示す。 

表 3.3.1-4： 推定結果の離散的評価結果 

C_annotated C_estimated C_correct
(正解付与済) (推測出力) (推定成功)

93 65 40

離散的精度 （P_discrete)
離散的被覆率 （R_discretel)

離散的F値 (F-Measure_discrete)

滞留エリア数

61.5%
43.0%
50.6%  

表 3.3.1-5：推定結果の時間軸上での評価結果 

T_annotated T_estimated T_correct
(正解付与済) (推定出力) (推定成功)

0:08:08 0:05:02 0:05:02 0:04:02 0:02:22

100.0% 61.9% 61.9% 49.6% 29.1%
- 100.0% 100.0% 80.1% 47.0%

全時区間 滞留検出

時区間精度
時区間被覆率

累積時間長
(hh:mm:ss)

58.7%
47.0%
52.2%時区間F値

（P_duration)
（R_duration)
(F-Measure_duration)  

 

表 3.3.1-4および表 3.3.1-5に示したとおり、6割強の推定精度が得られていることと、約

6割の時区間で、滞留エリアを正しく推測出来ることを確認した。 

 

ソノラスコート三鷹において、2010年10月に実施したフィールド実験のデータを分析し

た結果、Bluetooth位置マーカデバイスからの信号が、意図しない場所で受信されるという

課題が明らかとなった。その対策として、位置推定アルゴリズムの改良に加えて、位置マ

ーカデバイスの出力信号の指向性制御を試みた。後者については、まず、デバイス単体で

の電場強度特性を測定し、マーカ信号がほぼ理想的な同心円状に分布していることを確認

した（図 3.3.1-11a）。次に、金属製の笠の中にマーカを設置した状態での電波特性を測定

し、開口部でない方向では、電波強度が抑制されること（図 3.3.1-11b）と、開口部方向の

みで強い電波強度とでき（図 3.3.1-11c）て、意図通りに指向性を持たせられたことを確認

した。 
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図 3.3.1-11 マーカ単体時および金属笠装着時の電波強度分布 

(左から、(a)マーカ単体、(b)非開口部方向、(c)開口部方向) 

2012年2月にソノラスコート三鷹で実施したフィールド実験で、4種類の笠を装着した

Bluetooth位置マーカデバイスを天井裏等に設置し、実験を行った。正解導線データと、

Bluetooth位置マーカデバイスからの受信信号ログから成る実験データを分析した結果、笠

を装着することによって、「電波強度が最大ではない受信ログが、正解位置の至近である

ケース(2)」を若干軽減出来る効果を確認出来た。ただし同時に「電波強度が最大である受

信ログが、正解位置の至近であるケース(1)」も大きく抑制されるという副作用が観察され

た。これは、指向性制御の効果より、天井裏への設置によって、マーカ位置が直上階に近

づいたことの影響が、より大きく出たためと考えられる。今回のフィールド実験によって、

位置推定アルゴリズムの改良に加えて、マーカの設置位置の工夫や、電波吸収体などの利

用を検討する必要性が明らかとなった。 

 

（イ）行動・業務推定エンジン 

 

H23年度は、業務に代表されるような比較的長時間の複雑な行動に対して，教師なし学習

によるセンサ情報からの行動推定方式を提案し，東芝林間病院でのフィールド実験を通じ

て提案手法を検証した。 

従来、労働環境整備のための施策の一環として、看護の業務量を計測する業務量調査と

呼ばれる方法で、看護業務管理を実践する取り組みが報告されている[星野 99] 。業務量

調査によって、ひとりの看護師が担当する患者数が過剰にならないよう業務量を調整した

り、各病棟に適切な人数の最適な人材を配置したりするなどの適切な業務管理を実践する

ことができると期待されている。しかし、そのような業務量調査手法は、看護師自身が実

施業務を記録する場合には事後の自己申告のため正確性に欠けることや、観測者が看護師

に追従し業務を観測・記録する場合には調査のコストが高いことなどの理由で、長期にわ

たる実施が困難であるという課題が挙げられている[石井 04]。 

それらの課題に対して本プロジェクトでは、センサを用いて看護師の行動をセンシング

し、得られるデータから実施業務を推定する手法を提案する。センサデータから日常的に

業務を把握することが可能になれば、看護業務を見える化して看護管理職による業務管理

を支援することができると考えた。センサなどの様々なデータから人がどのような行動を

行っているかを推定する行動推定技術は、本プロジェクトが対象とする医療や介護などの

業務支援の他にも、健康管理支援、異常検知などの様々なサービスへの忚用が期待されて

いる。 

 

（I）東芝林間病院におけるデータ収集 
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2011年9月13、14、28日の3日間、東芝林間病院にて、業務観測実験を実施した．実験で

は、内科・外科・神経科の一般病棟から看護管理職によって選抜された延べ12名の日勤の

看護師を参加者3とした。また、実験後のデータ分析のために、参加者1名に対して観測者1

名を割り当てて、参加者の看護業務の観測と記録を実施した．観測者は、常時参加者を追

従して業務の開始・終了時刻および業務内容を記録するとともに、ビデオカメラにて参加

者を撮影した。 

 

 

図 3.3.1-12：業務観測実験の様子 

本実験では、図 3.3.1-12に示すように、参加者がスマートフォンを装着することによっ

て 3 次元加速度情報を収集した。「歩行」「静止」などの基本的な動作の推定には腰の加速

度が重要であることに加え、業務ごとに異なる動きの特徴は上半身に現れると思われるた

め、腰と腕の加速度情報を収集することとした。  

 

（II）看護業務推定精度の検証 

業務行動は基本的な行動の確率的な組み合わせとして表されると仮定して、センサごと

に基本行動を推定した後、トピックモデルを適用することによって業務行動を推定する多

段式推定手法を提案した[村上 12]．そして、東芝林間病院にて実施した実験を通じて得ら

れたデータを利用して、表 3.3.1-6に示す 10種類の看護業務の推定精度を検証した。 

センサおよび業務別にみる推定の結果を図 3.3.1-13 に示す。腰の加速度を用いた業務推

定(waist)に対して、腕の加速度を用いた業務推定(arm)は F値が大きく結果が改善するこ

とが明らかになった．また、腰と腕の加速度を用いた業務推定(w+a)は、腕の加速度を用い

た業務推定(arm)と比較して F値が若干改善していることが分かる。以上の結果から、腕の

加速度は業務の推定に有効であることが分かる．業務別に見ると、会議(conference)や記

録(record)、情報収集(information)の F値が他業務と比較して高いことから、間接看護業

務の精度が直接看護業務と比較して高いことが分かる。その理由としては、間接看護業務は

座った姿勢で動きが尐ないという大きな特徴があることと、他の業務に比べて費やされる

時間が長く観測事例が多かったことが挙げられる。一方、食事の世話(catering)の推定精度

が著しく低いのは、所要時間が約 8分であることから他業務と比較して観測事例が尐ない

ことが原因と予想される。 

                                                   
3 実験の被験者。以下では「参加者」と呼ぶ。 
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表 3.3.1-6: 看護業務の分類 

業務名称 業務内容 

食事の世話(catering) 配下膳，食事介助，食事箋準備 

清潔ケア(cleanliness) 清拭・おむつ交換，口腔ケア 

会議(conference) ナース・ドクター会議 

環境整備(environment) ベッド周辺清掃，ベッド・寝具の準備・片づけ・交換 

入退院対忚(hospitalization) 入退院患者向け説明・指導・相談 

情報収集(information) 引き継ぎ，申し送り，情報交換 

処置(medication) 点滴，投薬，治療行為，処置 

オペ送迎(operation) 手術・検査送り迎え 

バイタルチェック(vitalcheck) 全身観察，体温・血圧・尿等測定 

記録(record) 処置・容体の記録 

 

 

図 3.3.1-13: センサおよび業務別看護業務推定精度 

次に、ある看護師の半日の実際の業務と提案手法によって推定された業務との関係を図 

3.3.1-14 に示す．「情報収集」や「食事の世話」に関しては業務の推定が失敗しているもの

の、その他の業務に関しては概ね推定が正しい様子が分かる． 

今後は、業務知識や位置情報などの情報も併用した業務推定方式を検討し、精度の向上

を図る．将来的にはオンラインで業務行動の予測が可能なシステムによる看護業務の見え

る化を目指していく． 
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図 3.3.1-14: 実施業務と推定結果の関係 

（ウ）キーワード抽出エンジン 

 

 キーワード抽出エンジンは、つぶやきの音声認識を行った後に、その認識結果から人名

や場所、薬剤名など後のつぶやき分類・配信エンジンの分類に役立つと考えられるキーワ

ードを信頼度つきで抽出し、つぶやき分類配信エンジンに送るのが役割となっている。 

 キーワード抽出のアルゴリズムとしては、一般的に以下の3種類の方法が知られている。 

 

（I）ガベージモデルつき認識文法を用いた音声認識によるキーワード抽出 

抽出したいキーワードの前後に任意の音素のループ（ガベージモデル）を付与した音声認

識文法を作成し、その文法を用いて音声認識を行うことで、キーワードを信頼度付きで抽

出する方法である。新規の単語について対忚しやすいという利点はあるが、文法的な情報

を用いていないため抽出精度はやや低いと言われている。また、一回の発声の中で複数回

同じキーワードが出現した際に抽出できないという問題もある。図 3.3.1-15 にガベージモ

デルつきの認識文法の例を示す。 

 

 

図 3.3.1-15：ガベージモデルつきの認識文法の例 



社会技術研究開発 

研究開発プログラム「問題解決型サービス科学研究開発プログラム」 

平成２３年度 「つぶやき空間」 

研究開発プロジェクト年次報告書 

23 

 

（II）ディクテーション認識結果のラティスを用いたキーワード抽出 

ディクテーションベースの音声認識を行い、その結果として複数の認識候補がグラフ的に

保持されているラティスを出力し、そのラティスに対してキーワード抽出を行う方法であ

る。ラティスの例を図 3.3.1-16 に示す。ラティスは時間情報を持つノードと、認識単語や

信頼度の情報を持つアークから成り立っており、アークの単語を基本的には抽出すること

となる。ラティス以外にも、ラティスの情報をノードの時刻をマージするなどして簡略化

したコンフュージョンネットワークを使った方法も存在する。文法的な情報を使った結果

に対してのキーワード抽出となるため、（I）より抽出精度は期待できるが、新規の単語は

ディクテーション認識の言語モデルに登録する必要があるためコストがかかるという欠点

がある。 

 

図 3.3.1-16：音声認識結果のラティスの具体例（○がノード、→がアーク） 

（III）音素・音節単位の認識結果のラティスを用いたキーワード抽出 

音素・音節などの非常に細かい単位で音声認識を行いラティスやコンフュージョンネット

ワークを出力し、その出力結果からキーワード抽出を行う方法である。音素のアークを辿

ってキーワードを探索する必要があり、非常に探索時間がかかる方法となっている。ただ

し、音声認識のモデルの変更なく新規の単語を探索することができるため、精度向上・探

索速度高速化などで多くの研究がおこなわれている。 

 

本つぶやきシステムでは、まずはある程度の精度が見込める（II）のディクテーション

ベースのキーワード抽出アルゴリズムを実装することとした。 

 

 ディクテーションベースのキーワード抽出アルゴリズムを実行するため、音声認識エン

ジン向けの医療用語の整備が必要である。つぶやきシステムで使用する音声認識エンジン

が認識できる単語とはしていない未知語（症状、処置、薬剤など）を抽出し、音声認識の

認識辞書・言語モデルに医療用語の反映を行った。具体的には、協力機関にご協力いただ

き、経時記録データ（記録件数約22万7千件、単語数延べ約670万単語）から、未知語の認

識辞書・言語モデルへの反映を以下の手順で行った。 

① 形態素解析による未知語抽出 

経時記録データに対して形態素解析を行い、得られた形態素のうち、元々の認識辞書

に入っていない単語を未知語として抽出する。 

② 外注による読み付与・未知語精査 

得られた未知語に対する読みの付与、未知語が本当に意味のある単語であるかなどの

精査を、看護業務経験者に実施してもらう。 
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③ 認識辞書・言語モデルの作成 

外注の精査によって作成された未知語リストを認識辞書に反映する。また、未知語リ

ストが反映された形態素解析器で経時記録データの形態素解析を行い、その解析結果

から単語のつながりをモデル化し、作成されたモデルと既存の話し言葉用言語モデル

を重み付きで統合することで言語モデルを作成する。 

 この手順で作成された言語モデルの評価を行った。評価データは経時記録データの中か

ら元々は未知語が含まれていた50文と含まれていなかった50文計100文を抽出して作成し、

音声データは東芝研究開発センターの社員10名に発声してもらい、総計1000発声のデータ

とした。評価精度は一発話すべての単語が正解している確率を表す発話正解率で計算した。 

 評価結果を表に示す。baselineは未知語の反映前のモデルを使った性能、word_addは未

知語を反映させたモデルを使った性能である。結果から、未知語が含まれる文章に対する

精度が向上するだけでなく、経時記録の単語のつながりを反映することで未知語が含まれ

ていない文章に対しても精度が大幅に向上することが確認できた。 

表 3.3.1-7： 未知語反映辞書・言語モデルの評価結果（発話正解率（%）） 

 評価文内に 

未知語なし 

評価文内に 

未知語あり 
全体 

baseline 16.6 0.4 8.5 

word_add 58.4 35.8 47.1 

 

 今後は、この言語モデルを用いたキーワード抽出結果の精度の評価をより現実に近い評

価データで行う予定であり、H23年度中に評価用の音声データは収集した。具体的には、東

芝CS評価センターの協力を得て、男女計32名の看護師経験者を集めてもらい、2011年9月

に実際に東芝林間病院においてつぶやきシステムを使って発声した内容をベースにした発

話文200文を発声してもらった計6400文のデータを収集した。また、評価に使うためのディ

クテーション結果のラティスを用いたキーワード抽出のアルゴリズムも実装済である。評

価を行った後、音声認識やキーワード抽出アルゴリズムの精度の向上のための検討を行っ

ていく。また並行して、つぶやきシステムへの組み込みも行っていく。 

 

（エ）つぶやき自動分類配信エンジン 

 

病院や介護施設では、電話（ＰＨＳ）や構内無線（インカム）など音声によるコミュニ

ケーションシステムが用いられている。しかし、これらのシステムにおいては、音声は単

に信号であるため、システムが自動的にメッセージの適切な配信先を決定することは困難

で、ユーザ自身がメッセージの配信先を特定するか、メッセージをブロードキャストする

かのいずれかとなる。しかし行動型サービスにおいては、ユーザ自身がメッセージの配信

先を特定することは困難な状況が多くあり、一方ブロードキャストでは多数の職員のメッ

セージが全員宛に配信されることになり混乱をもたらす。またメッセージが配信されるタ

イミングも重要である。このため行動型サービスにおいてはメッセージを適切な範囲に、

適切なタイミングにおいて配信するシステムが求められる。 

 音声つぶやきシステムは、音声つぶやきに対し、誰が、いつ、どんな状況で、どんな内

容（音声認識結果に含まれるキーワード）といったつぶやきの周辺情報を自動添付し、こ
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のタグの内容と、医療情報システムから得られる患者の診療予定や看護予定など、サービ

スに関する情報に基づいて、ユーザ自身の手を煩わせることなく、つぶやきの適切な配信

先を自動的に決定し、適切なタイミングで自動的に配信する。つぶやきの配信先としては、

他の職員、自分自身、適切なデータベースがある。 

 

（I）音声つぶやき配信の概要 

音声つぶやきシステムにおいては、ユーザはスマートフォン上の音声つぶやきアプリケ

ーションによって、記録やメモ、他職員へのメッセージを作成できる（図 3.3.1-17）。作

成された音声つぶやきはサーバに登録される。音声つぶやきアプリケーションは、並行し

て、スマートフォンに搭載されたbluetooth受信モジュールや加速度センサによるセンサデ

ータを継続的、定期的に送信する。 

サーバ上では、音声認識・キーワード抽出エンジン、場所推定エンジン、業務推定エン

ジンの3つの推定エンジンが稼働しており、音声に含まれるキーワードや、滞在場所、実施

中の業務を推定する。これらの組はユーザの状態（コンテキスト）を示すものであり、こ

こではタグとよぶ。ユーザのＩＤや、ユーザがつぶやいた時刻など、推定することなく得

られる情報もタグに含まれる。音声つぶやきシステムは、このタグを音声つぶやきに自動

添付する。 

タグには次の2つの役割がある。 

1. 音声つぶやきに発話時のコンテキストを添付することで受信者にとっての可読性を

向上する。 

2. タグにより、音声つぶやきシステムは、各音声つぶやきの配信タイプ（記録、他職

員へのメッセージ、自分宛のメモなど）を決定することができ、適切な配信先と配

信タイミングを決定できる。 

 

音声つぶやきサーバ

推定エンジン・

制約充足ソル
バー

業務予定
患者情報

…

業務

キーワード 場所

患者ID

職員ID 時刻

音声
データ

音声
データ

配信アプリ
ケーション

位置情報データ

加速度データ

他職員への
メッセージ

自分へのリマイン
ド（To-do）

記録

Bluetooth位置情報端末

スマー
トフォン

タグ付き音声つぶやき
センサーデータ

閲覧アプリ
ケーション

ブラウザ上
での閲覧

 

図 3.3.1-17：音声つぶやき配信の概要 
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（II）制約充足ソルバーの概要 

タグの推定を行うにあたり、一般的には各推定エンジンが、唯一の真の状態を推定することは

困難である。このため推定エンジンは、それぞれ確信度付きのタグの候補を出力する。例えば、

ユーザが音声つぶやきの中で、患者の姓として「山口さん」をつぶやいたとすると、音声認識・

キーワード抽出エンジンは、「山口さん」、「山内さん」、「山藤さん」といったキーワードの

候補を出力する。 

このため各推定エンジンの出力したタグ候補から、音声つぶやきに添付する最適なタグの組

みを探索するソルバーが必要である。ここではこのソルバーを制約充足ソルバーと呼ぶ。制約充

足ソルバーは、病院情報システムの患者情報や、看護師の業務予定などから導出される制約を満

たす最適なタグの組み合わせを探索する（図 3.3.1-18）。 

 

各推定エンジン・制約充足ソルバー

業務推定エンジン

場所推定エンジン

山藤

山内

山口

301号室

制約
充足
ソル
バー302号室

音声認識・キーワード
抽出エンジン

内服

注射

音声データ

位置情報
データ

加速度
データ

山口 302号室

注射

AM 9:00

voice

タグ候補

業務予定
患者情報

…

確信度

high

low

最適タグ付き
音声つぶやき

看護師Ａ
 

図 3.3.1-18：制約充足ソルバー 

（III）音声つぶやきの配信タイプの自動分類 

音声つぶやきシステムは、タグソルバーが求めた最適タグに基づいて、音声つぶやきの配信

タイプを推定し、適切な配信先を特定する。 

ここでは音声つぶやきに含まれるキーワードタグに基づいて配信タイプを自動分類する、つ

ぶやき分類配信エンジンのプロトタイプを構築した。 

つぶやき分類配信エンジンは、つぶやきに特定の項目のキーワードが含まれるかどうかによ

ってベクトル化された音声つぶやきを、ロジスティック回帰モデルによる判定器を用いて、分類

する。 

各音声つぶやきは、それに含まれるキーワードによって3次元のバイナリベクトル（p, v, t）、

p, v, t ∈ {0, 1}に変換される。ここでvは、音声つぶやきにバイタルサインに関するキーワード

（“体温”、“血圧”、“脈”など）が含まれるならば1、含まれなければ0を取る。pは、音声
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つぶやきに患者氏名が含まれるならば1、含まれなければ0を取る。tは、音声つぶやきに時間や

タイミングに関するキーワード（“午後2時”、“昼食後”など）が含まれるならば1、含まれな

ければ0を取る。 

例えば“山口太郎さん、体温37度5分”といった音声つぶやきには、患者氏名に関するキーワ

ード“山口太郎”、バイタルサインに関するキーワード“体温”が含まれ、時間やタイミングに

関するキーワードは含まれないため、この音声つぶやきは（1, 1, 0）というバイナリベクトルに

変換される。  

ある音声つぶやきが、ある配信タイプの音声つぶやきであるかどうかは、 

ここで変数yを、音声つぶやきの配信タイプが“記録”であるならば値1を取り、そうでなけ

れば値0を取る、2値の確率変数とする。 

ある音声つぶやきのベクトル化した結果をxとしたとき、その音声つぶやきの配信タイプが

“記録”である確率P(y = 1 | x)を出力するロジスティック回帰モデルは、 

x

x

T

T

e

e
xyP












0

0

1
)|1( , 

と記述できる。ここで0 と  は音声つぶやきの学習データを用いて決定される係数である。 

後述するように、ここでは東芝林間病院で収集された音声つぶやきの一部を用いて、 上記係

数を求め、残りの音声つぶやきにより上記モデルの分類精度を評価した。 

 

（IV）東芝林間病院で収集された音声つぶやきデータによる自動分類の試行 

東芝林間病院で収集された210個の音声つぶやきデータのうち115個が、つぶやいた看護師自

身により配信タイプのラベル付けが行われている。ここでは、この115個の音声つぶやきについ

て、人手でキーワード抽出を行い、上記のベクトル化を行った。 

115個の音声つぶやきのうちの77個を用いて、配信タイプが“記録”か否かを分類するモデル

を構築し、残りの38個のデータを用いてクロスバリデーションにより、このモデルの分類の精度

を評価した。このような評価を、ランダムに77個と38個に分割した10個のデータセットを用いて

行った結果、適合率（ モデルにより“記録”と分類された音声つぶやきのうち、ラベルも“記

録”であるものの比率）は平均89％、再現率（ラベルが“記録”である音声つぶやきのうち、モ

デルにより“記録”と分類されたものの比率）は平均71％、F値（適合率と再現率の調和平均）

は平均0.79であった。 

同様に、音声つぶやきが“後ですることのメモ”か否かを分類するモデルを構築し、同様に

評価した結果、適合率は平均78%、再現率は平均57、F値は平均0.64であった。“申し送り”あ

るいは“他職員への伝達”については一定以上の精度のあるモデルは構築できなかった。これは

“記録”タイプの音声つぶやきが、バイタルサインに関するキーワードと関連が深く、“後です

ることのメモ”の音声つぶやきが時間表現に関するキーワードと関連が深いのに比べ、“申し送

り”や“他職員への伝達”の音声つぶやきと、これらのキーワードの有無には関係あまりないた

めである。 

 

3.3.2. サービス空間可視化評価システム 

 

本節では、看護・介護業務の実績の可視化評価システム、看護・介護記録のテキスト分

析のためのデータベース、条件を変えた場合のシミュレーションの要素技術に関して説明

する。 



社会技術研究開発 

研究開発プログラム「問題解決型サービス科学研究開発プログラム」 

平成２３年度 「つぶやき空間」 

研究開発プロジェクト年次報告書 

28 

 

 

（１）サービス空間可視化システム 

 

（ア）システム構成 

 

 サービス空間可視化システムは、RaLCという物流業・製造業向けのパッケージソフトを

ベースにしてシステムを構築した(図 3.3.2-1)。H23年度はモデルを構築するために、静止

画定義などの各種ファイルを整備した。 

※人、物のホームポジション。受信グループＩＤ等

統計データとして利用

前処理
システム

インターフェース
変換処理

インターフェース
ファイル.csv

位置情報
データ

Model

静止画定義ファ
イル.csv

3Dプロパティ補
正ファイル.csv

RaLC

IDリンクTM定義
ファイル.csv

移動距離
状態時間集計
ファイル.csv

ｘｘｘファイル.csv

初期設定
データ

動線表示
移動距離表示

インターフェース
ファイル.

 

図 3.3.2-1：サービス空間評価システムのシステム構成 

（イ）位置情報データの定義 

 

 図 3.3.2-1では、前処理システムにつぶやき時空間コミュニケーションシステムで収集さ

れる位置情報データが連なっている。位置情報データのデータ項目と関連する各種オブジ

ェクトの内容を以下に説明する。 

 

a) 位置情報データ 

図 3.3.2-1の位置情報データには以下の項目が含まれる。     

① 時刻       

② 位置情報 X:Y:Z    

③ 発信オブジェクトID     

情報発信、動作行動主体を意味する。要介護者、介護スタッフ、物等が該当する。  

④ 発信オブジェクトID状態     

情報発信、動作行動主体の状態を意味する。    

⑤ 受信オブジェクトID     

つぶやき、ささやきの相手先IDで、要介護者、介護スタッフ、掲示板等が該当する。 

⑥ 音声（つぶやき、ささやき）内容 
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b) オブジェクトの種類 

位置情報データのうち、発信オブジェクトと受信するオブジェクトには、要介護者、介

護士、看護師、医師、その他スタッフ、システムで生成されたささやきなどを定義してい

る。また、物のオブジェクトとしては、歩行介助器、車椅子、ストレッチャー、配膳車、

入浴介助器、ベッド、トイレ、風呂昇降機（エレベータ）、掲示板（表示板）をオブジェ

クトとして準備した。   

 

（ウ）動線可視化の具体例 

 

フィールド実験で実際に観察された事例を基にして業務モデルを作成し、「レイアウト

変更」と「つぶやき」の有無をパラメータとして動線・移動距離と作業時間の変化をシミ

ュレーションで検証した。 

パラメータとして「レイアウト変更」と「つぶやき」組み合わせにより、表 3.3.2-1のよ

うに4パターンに分類した。 

表 3.3.2-1：各パターンのパラメータ 

なし あり

なし パターン1 パターン2

あり パターン3 パターン4

パラメータ２
つぶやき

パラメータ1
　レイアウト変更

 

 

シミュレーションのための業務モデルは以下のように設定した。 

介護士200と介護士201は、スタッフステーション(以降は、SS)での待機を初期状態とし、

要介護者100は309号室、要介護者101は310号室でのベッドで横になっている。 

 分析対象として、夜勤見守り業務で2人の介護スタッフが、ナースコール(以降は、NC)

に対忚する作業を取り上げた。2人の介護士がSSにいるとき、309号室からNCの通報があ

り、介護士200が309号室に移動した。介護士200が309号室の介護作業中に310号室のNC

が通報され、介護士201は2階のSSから、309号室へ移動するという状況設定である。 

パラメータ１の「レイアウトの変更」は、SSの位置変更を対象としている。現状では2

階の端部に配置されているが、変更した場合は2階中央部の階段前に配置した。パラメータ

2の「つぶやき」は、310号室のNCに対して、対忚方法を2人の介護士が事前に「つぶやき」

で相談することを想定した。「つぶやき」がある場合は、309号室にいる介護士200が310

号室のNCに対忚し、「つぶやき」がない場合は、2階の階段で2人の介護士が出会って相談

した後に、介護士200が310号室のNCに対忚するという設定にしている。 

 

a) 2 人の介護スタッフの移動経路 

図 3.3.2-2は、4パターンのシミュレーションを実施した結果を一覧している。介護士200

が緑色、介護士201が黄色の動線でパターン1から4の動線を3次元で表示している。パター

ン3,4では「つぶやき」により介護士201の移動がなくなっている。 
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【パターン１】                【パターン2】 

レイアウト変更なし、つぶやきなし      レイアウト変更あり、つぶやきなし 

 

 

【パターン3】      【パターン4】 

レイアウト変更なし、つぶやきあり    レイアウト変更あり、つぶやきあり 

 

図 3.3.2-2：各パターンの介護士の動線可視化 

 

b) 2 人の介護士の移動距離 

 表 3.3.2-2に、介護士の各パターン別・場所別の移動距離をまとめている。表 3.3.2-3の

介護士200の2階での移動距離のパターン間の差により、「レイアウト変更」で約11m、「つ

ぶやき」で約19mの移動距離が短縮している。同様に、表 3.3.2-4の介護士200の3階での移

動距離は、「つぶやき」で約50ｍ短縮している。 

 

表 3.3.2-2：各介護士の移動距離 

パターン1 パターン2 パターン3 パターン4

なし あり なし あり

なし なし あり あり

対象者 階数

2 50.1 38.8 31.5 20.4

3 92.8 92.7 43.2 43.2
集計 142.9 131.5 74.7 63.5

介護士201 2 37.7 16.3 0 0

移動距離（ｍ）

介護士200

レイアウト変更

つぶやき
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表 3.3.2-3：介護士200の2階での移動距離のパターン間の差 

パターン1 パターン2 パターン3 パターン4

なし あり なし あり

なし なし あり あり

50.1 38.8 31.5 20.4

パターン1 50.1 11.3 18.6 29.7
パターン2 38.8 7.3 18.5
パターン3 31.5 11.2
パターン4 20.4

レイアウト変更

つぶやき

(m)

 

 

表 3.3.2-4：介護士 200 の 3 階での移動距離のパターン間の差 

パターン1 パターン2 パターン3 パターン4

なし あり なし あり

なし なし あり あり

92.8 92.7 43.2 43.2

パターン1 92.8 0.1 49.6 49.6
パターン2 92.7 49.5 49.5
パターン3 43.2 0.0
パターン4 43.2

レイアウト変更

つぶやき

(m)

 

 

c) 作業時間の集計 

 表 3.3.2-5には、介護士・要介護者の作業時間をまとめて示している。表 3.3.2-6の介護

士200の移動時間のパターン間の差により、「レイアウト変更」で約7秒、「つぶやき」で

約36秒の作業時間が短縮している。 

 

表 3.3.2-5：介護士 200 の 3 階での移動距離のパターン間の差 

パターン1 パターン2 パターン3 パターン4

なし あり なし あり

なし なし あり あり

1：22 1：14 0：45 0：39

0：34 0：15 0：00 0：00

1：08 0：59 1：07 0：58

対象者

介護士200移動時間

介護士201の移動時間

要介護者101の待ち時間

作業時間（秒）

レイアウト変更

つぶやき
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表 3.3.2-6：介護士 200 の移動時間の差 

パターン1 パターン2 パターン3 パターン4

なし あり なし あり

なし なし あり あり

分：秒 1：22 1：14 0：45 0：39

パターン1 1：22 0:08 0:37 0:43
パターン2 1：14 0:29 0:35
パターン3 0：45 0:06
パターン4 0：39

レイアウト変更

つぶやき

 

 

d) 要介護者の待ち時間 

 要介護者のNC対忚までの待ち時間は、サービスを評価する指標のひとつである。 

表 3.3.2-7のシミュレーション結果によれば、「レイアウト変更」により9秒の時間短縮が

達成されたが、「つぶやき」では1秒間の短縮に留まった。つぶやきの効果は、つぶやきコ

ミュニケーションに要する時間の長短に忚じて異なる。 

表 3.3.2-7：要介護者 101 の待ち時間の差 

パターン1 パターン2 パターン3 パターン4

なし あり なし あり

なし なし あり あり

分：秒 1：08 0：59 1：07 0：58

パターン1 1：08 0:09 0:01 0:10
パターン2 0：59 0:08 0:01
パターン3 1：07 0:09
パターン4 0：58

レイアウト変更

つぶやき

 

 

 

（２）業務管理データベース 

 

（ア）システム構成 

 

空間評価システムは、空間評価のために「つぶやきシステム」と「ちょうじゅ」（ソノラ

スコート三鷹の標準業務管理ソフト：富士データシステム製）のデータを一元的に取り扱

うための統合システムである。このシステムは業務に関するデータを管理するだけではな

く、CSV入出力のためのユーザーインタフェースを持ち、オンラインで検索やデータを表

示することも可能である。空間評価システムの概念図を図 3.3.2-3に示す。 
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空間評価
システム
（清水側）

データ表示
（過去データ） ちょうじゅ

（介護管理）

オブジェクト
指向CAD

業務管理
DB

A.業務データ

（オフライン）
CSV形式

C. データ可視化

（オフライン）
CSV形式

B.業務データ

（オフライン）
CSV形式

E.データ表示

（オンライン）
Web形式

過去データの閲覧
・高齢者介護記録の閲覧
・業務データの閲覧 既存の業務データ管理

・比較データ取得用
・現状の業務把握

計測データの可視表示
・3D滞留、動線表示
・業務/ストレス表示

評価結果
可視化

D. 評価結果

（オフライン）
CSV形式

評価データの可視表示
・グラフ表示

つぶやき
システム
（東芝殿）

2次加工

 

図 3.3.2-3：サービス空間評価システム概念図 

この空間評価システムで重要な役割を担うのが業務管理データベース（以下、業務管理

DB）であり「つぶやきシステム」や「ちょうじゅ」からの入力に基づき、時間、空間（位

置）、人、作業内容などの空間評価に必要な情報を格納し、必要に忚じて検索および出力

することが可能である。以下、業務管理DBの仕様と出力オプションである形態素解析につ

いて詳細を述べる。 

 

（イ）業務管理DBの仕様 

 

前述の、空間評価システムのシステム構成を可能とする、業務管理DBの概念設計結果を

図 3.3.2-4に示す。入力は左上の「ちょうじゅ」と本プロジェクトで開発中の「つぶやきシ

ステム」を想定している。各々の業務データは、業務管理DB内の管理用レコードに変換さ

れて収納される。なお、担当者や利用者のデータ、場所のデータ等は別途格納される。 

つぶやき入力
AS-OP6

ちょうじゅ入力
AS-OP7

¥フォーマット変更
¥氏名ID化

¥場所（業務）追加

DB登録
AS-OP5

¥フォーマット変更
¥座標追加

CAD用出力
AS-OP8

解析用出力
AS-OP9

ブラウザ表示用
データ変換

業務データ表示
TBD

研究利用者

アシスト空間DBシステム

実務利用者

業務/場所表
AS-OP16

場所/座標
AS-OP15

AS-OP13

AS-OP14

担当者表
（変動部）

担当者表
（固定部）

利用者表
（固定部）

利用者表
（変動部）

 

図 3.3.2-4：業務管理 DB 概念設計 
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本年度は、この概念設計を基本とした業務管理DBの仕様を作成し、下記のテーブルリス

トを実装した。 

• AS-OP13-FIX:介護・看護師の名前の管理(固定) 

• AS-OP13-DYNAMIC:介護・看護師の役職・在籍期間・担当者の管理(変動)

• AS-OP14-FIX:顧客名、性別、誕生日の管理(固定) 

• AS-OP14-DYNAMIC:顧客の入居時期、介護度合、ランク、部屋番号(変動)

• AS-15、AS-16 建物、階数、場所、部屋、分類、X,Y,Z 位置管理 

• AS-OP-CAL:業務内容(大分類) 

• AS-OP-CAM:業務内容(中分類) 

• AS-OP5:介護メモ(つぶやき)=日付・時間・介護時間(分)・顧客名・護士名・業

務の大分類、中分類・つぶやきメモ・組織・場所情報など 

 

なお検索・フィルタ機能は、空間評価システムの各インタフェースを考慮し、下記のよう

に実装した。 

• 業務担当者(介護士)氏名の検索 

• 顧客氏名の検索 

• 業務遂行の日付を設定して検索 

• 業務遂行の時間を設定して検索 

• 業務遂行時間(何分間業務をしたか)を検索 

• 業務区分検索:大区分・中区分(あいまい検索、およびAND/OR検索可能) 

• 表示列のOn/Offの設定 

• レコード表示数の制限 

• 検索フィルタを掛けた上での出力機能 

 表示リストのCSV出力 

 表示リストの TEXT 出力 

 

また、運用では「ちょうじゅ」より約479,000件の介護業務記録を登録し、検索及びフィ

ルタリング出力が可能となった。下記に検索例を示す。 

検索例では、実験を実施した①2011年10月4日〜7日（4日間）、②2012年2月21日〜24日

（4日間）を対象とした。また、検索ワードとして入浴や夜間巡回で関連の深い「拒否」と

「コール」を例としている。 

 

表 3.3.2-8：業務管理 DB 検索例 

期間 登録業務件数 検索「拒否」 検索「コール」 

① 4,316件 46件 12件 

② 4,256件 44件 10件 
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レコードID 日付 業務開始
時刻

業務担当
者ID(HSID)

サービス利
用者
ID(HCID)

業務区分
大

業務区分
中

業務詳細：メモ

442652 2011.10.5 10:00:00 7 7 入浴・清潔 入浴 【入浴方法】一般介助浴【入浴実施】×【中止理由】拒否

442653 2011.10.5 10:00:00 22 7 入浴・清潔 メモ入浴 【メモ】「部屋で身体を拭いたから」と拒否あり、入浴できず。

442656 2011.10.5 14:00:00 9 7 入浴・清潔 入浴 【入浴方法】一般介助浴【入浴実施】×【中止理由】拒否

442659 2011.10.5 15:00:00 22 7 入浴・清潔 入浴 【入浴方法】一般介助浴【入浴実施】×【中止理由】拒否

442700 2011.10.7 10:00:00 9 7 入浴・清潔 入浴 【入浴方法】一般介助浴【入浴実施】×【中止理由】拒否

443299 2011.10.6 21:00:00 80 21 入浴・清潔 清潔 【清潔】イブニングケア施行：眠前薬を渡すと「こんな時間に飲むの初め
て、さっき飲んだ。」と拒否があり。時間をかけて飲んで頂く。

444943 2011.10.4 14:15:00 28 6 機能訓練 レク行事 【レク】「リズムで笑顔」口腔体操：始まる前「歌なんか絶対唄わない。」と
拒否見られるが始まると楽しく参加する。フォークダンスの声掛けに「私は
関係ない。やらない。」と輪から出て行ってしまう。

444953 2011.10.4 19:40:00 45 6 生活 保険関連 【介護保険関連】モニタリング：■■様（保証人）にTel：近況をお知らせす
る。?入浴→8/30よりラジオ体操を中止し朝一番で入浴誘導するように
なってからは入浴して頂けている事。?散歩・機能訓練→その時の状況に
より拒否があるがその都度時間をおいて声掛けしたり、スタッフを変えた
りして対応しているが難しい時がある事。?衣類の着方が分からなくなって
いる事。?言葉が少し乱暴になっている時があるがその事で問題は起きて
いない事。?おしぼり配り・洗濯物たたみ等は気持ち良くやって下さってい
る事。?涼しくなってきたので園芸のお手伝いをお願いする予定とお話す
る。446438 2011.10.6 13:45:00 29 5 機能訓練 レク行事 【行事】ミニトリップ（井の頭動物園）：不穏で拒否強い。参加されず。

447253 2011.10.6 10:00:00 28 11 機能訓練 機能訓練 【機能訓練】機能訓練実施：脳トレ（拒否の為、未実施）

447297 2011.10.7 13:30:00 51 11 機能訓練 機能訓練 【機能訓練】「腕が痛くて出来ない」と拒否あり。

448382 2011.10.5 10:15:00 22 26 バイタル 健康管理 【健康管理】居室訪問：入浴の声かけに訪室。「お風呂どころでは無い。」
と拒否あり。「食事の席で悪口を言われた。何で嫌われるのかわからな
い。私は何も悪いことはしていないのに」との訴えあり。傾聴する。落ち着
かれた様子で、拒否なく浴室へ行かれる。  

図 3.3.2-5：検索出力例 1（①検索ワード「拒否」の一部） 

レコードID 日付 業務開始
時刻

業務担当
者ID(HSID)

サービス利
用者
ID(HCID)

業務区分
大

業務区分
中

業務詳細：メモ

444056 2011.10.7 10:15:00 74 14 バイタル メモ(バ) 【メモ】ずり落ち：センサーコールあり。ベッドの上から両手を床について四
つん這いのような姿勢を取られている。スタッフが支えてベッドに臥床して
頂くが、「これが壊れちゃって、直してもらえるわね」等話されるのみ。

448786 2011.10.6 14:00:00 20 27 バイタル メモ(バ) 【メモ】入浴の準備をしようと訪室するが留守だったため下着、靴下をベッ
ドの上に用意し『入浴の準備はこちらでよろしいですか？何かありました
らコールをください』とメモを残す。

451125 2011.10.7 11:10:00 40 31 排泄 便観察 【内容】便失禁：トイレコールが来た為訪室すると「汚さないようにしようと
思ったんだけど」と自分で拭き取ろうとしているが手が便汚染している。手
は清拭タオルで拭き取った後、洗面所で洗う。陰部は陰洗後清拭し着替
えを渡す。

452643 2011.10.6 2:45:00 3 34 バイタル メモ(バ) 【メモ】コールあり「暑くて眠れないんです」とおっしゃる。ＫＴ３６．９℃、発
汗無し。１０分間冷房を入れる。

452685 2011.10.6 23:00:00 74 34 バイタル メモ(バ) 【メモ】ナースコールのコードが首をひとまわりしている。注意を要す。

454339 2011.10.7 14:50:00 9 36 バイタル 受診検査 【入退院】提携・協力病院入院支援施行■■病院にて股関節MRI施行。
その後、■■医師診察。結果:右大腿部頚部不顕性骨折との診断。早急
に入院、手術が必要。今まで歩行出来ていたのは、骨折部位がうまくは
まっていた為。前回入院時、不穏だった為できればNSステーション近くの
目の届く大部屋を希望。■■■号室(4人部屋)に入院となる。手術前検査
施行後、■■■号へ。バルン挿入、再度安静説明する。洗面用具お持ち
する。(ハサミはなし。)保証人(弟)は明日14時～16時に医師からの説明の
為、■■病院へ。手術は10/11(火)オンコール2件目。

460175 2011.10.5 18:45:00 30 18 バイタル 健康管理 【緊急対応】緊急コールあり：ペンダントコールあり訪室。トイレ入口のドア
にはさまって、車椅子が動けなくなっている。ドアが全開になっていなかっ
たので、全部開けるとセルフで動ける。

460180 2011.10.5 20:45:00 30 18 排泄 メモ排泄 【メモ】コールあり。訪室時すでに端座位になっている。パットにも少量の
排尿あり。やや濃いめの色をしている。

460235 2011.10.6 19:00:00 80 18 入浴・清潔 清潔 【清潔】イブニングケア施行：コールあり。伺うとセルフにてパジャマを更衣
されていた。

466262 2011.10.4 13:40:00 15 12 生活 保険関連 【介護保険関連】ケアカンファレンス：排尿の際ズボンを下ろす事が負担
になり、夜間ベッドサイドに尿器を置く事を希望される為、ＥＣ時本人に確
認して必要時セットしナースコールもするように声掛けする。

469668 2011.10.6 16:00:00 64 10 バイタル 指示連絡 【指示連絡】■■■■クリニック■■Dr：■■■号室で診察を受ける。反
応鈍い、左鼠径から採血時顔をしかめるが抵抗はない。SATは測定中
92％～98％まで上下し安定しない。継続指示：?内服、食事中止、?点滴
1000ml/日（40ml/h)出来れば持続。無理なら抜き刺し、?熱発38.5℃以上
ボルタレン25mg坐薬使用、?尿量400ml/日以下なら点滴を60ml/hにアッ
プし1500ml/日?SAT95%以上を保ちたい。酸素0.5L/ｍ、94%以下なら1Lに
アップ、?無尿０/日、血圧70以下、SAT89%以下でDrコール。入浴禁止。処
方：?ボルタレン坐薬25mg10個（発熱時屯用）?点滴ラクトリンゲル
M500ml14本

471188 2011.10.4 1:10:00 54 47 バイタル メモ(バ) 【メモ】コールあり、パジャマ上更衣希望あり介助する。「ピンクパット三枚
で足りると思ったのにもう使っちゃったんだ。用意お願いします。」とピンク
パット3枚用意する。臥床時、紙パンツ後ろが上がっていないため介助行
う。  

図 3.3.2-6：検索出力例 2（①検索ワード「コール」の一部） 

 

 



社会技術研究開発 

研究開発プログラム「問題解決型サービス科学研究開発プログラム」 

平成２３年度 「つぶやき空間」 

研究開発プロジェクト年次報告書 

36 

 

（ウ）形態素解析の仕様 

 

空間評価システムを用いて空間を評価をするためには、実施された業務を分析する必要が

ある。将来的にテキストマイニングを用いた業務分析を視野に置き、データベースの機能

として、検索結果を「わかち書き」できるように機能を付加した。「わかち書き」のエン

ジンにはMeCabを採用した。MeCabの詳細は、下記の参照ホームページより閲覧すること

ができる。 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−以下、http://code.google.com/p/mecab/ より 

MeCabは、京都大学情報学研究科−日本電信電話株式会社コミュニケーション科学基礎研究

所の共同研究ユニットプロジェクトを通じて開発されたオープンソースの形態素解析エン

ジンです。言語、辞書、コーパスに依存しない汎用的な設計を基本方針としています。パ

ラメータの推定にConditional Random Fields (CRF)を用いており、ChaSenが採用している

隠れマルコフモデルに比べ性能が向上しています。また、平均的にChaSen, Juman, KAKASI

より高速に動作します。 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−以上 

MeCabを用いた「わかち書き」の機能は、下記に示す通りである。 

• 検索フィルタをかけたリストに関して、その全ての“業務詳細:メモ”に関して

MeCabを実行 

• その結果出力を 

 Text 出力 

 CSV出力 

 更に上記CSV出力から単語ごとに出現回数をカウントしてCSV出力。 

 

前述の検索例と同様に①、②の期間の全ての業務メモを「わかち書き」し、単語ごとの頻

度を図 3.3.2-7にまとめる。なお、業務管理DBの出力結果は句読点や括弧等が含まれるが、

図のまとめでは削除してある。 
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期間① 期間②

件数 単語 件数 単語

1054 定時 1654 介助

1052 施行 1422 定時

604 の 856 実施

563 に 822 内容

552 内容 737 薬

528 状態 700 様子

508 睡眠 673 与

501 清潔 640 の

465 援助 606 排泄

449 眠 595 方法

444 ケア 588 巡視

434 と 578 に

412 て 525 眠

383 良 516 て

375 が 505 トイレ

371 を 500 ケア

310 訓練 494 後

278 実施 490 整容

278 で 469 一部

273 後 461 良

266 機能 455 食

261 口腔 436 を

255 メモ 435 と

247 し 388 が

245 は 385 場所

244 た 323 見守り

227 入浴 300 HCC

224 する 298 ダイニング

206 食 294 で

182 食後 292 た  

図 3.3.2-7：わかち書き頻度例の一部（句読点、括弧等除く） 
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（３）モデルベースシミュレーション 

 

音声つぶやきシステムの導入の効果を評価するためには、看護・介護現場に機器を導入し

て実施するフィールド実験が必要不可欠である。しかしながら、実際の現場では機器の不

具合などが作業に影響を及ぼさないようにするための細心の注意が必要であり、ある程度

システムの完成度を高めた後でないと実験はできない。また、実験条件の制御・繰り返し

実験などは困難である。このような理由から、本プロジェクトではフィールド実験の他に

２つの評価手段を用いる。１つは実際の看護・介護現場における典型的状況を実験室内に

再現した「仮想フィールド実験」、もう１つは、看護・介護プロセスモデルを計算機上に

構築し、モデルの実行により様々な定量的データを測定する「モデルベースシミュレーシ

ョン」である。 

本項では、看護・介護サービス分野における正確な業務プロセスモデルを計算機上に構築

する際の技術的困難さを明らかにし、それらを解決するための方法について述べる。また、

仮想フィールド実験における作業者の行動を再現した計算結果について報告する。仮想フ

ィールド実験の詳細については、3.3.4（３）を参照されたい。 

 

（ア）看護業務の特徴 

 

医療現場を詳細に観察することで、実際に行われている医療プロセスを詳細に記述したプ

ロセスモデルを作成する研究が以前より行われている[水流05] [Osterweil10] [木村05]。こ

れらは、病院ごとにばらつきのある医療プロセスの標準化や質の向上、潜在的なリスクの

発見などを目的としている。また、個々の業務（輸血、点滴など）ごとのプロセスモデル

ではなく、各看護師が１日の中で（複数の）業務をどのような作業手順で実施し、あるい

はナースコースなどの突発的作業に対忚したかを調査した結果がある[納谷05]。 

看護・介護業務プロセスは以下に挙げる特徴を持ち、非常に複雑である（図 3.3.2-8）。 

① 順序処理と割込み処理の混在：フローチャートの形で与えられるような順序処理

を実行中に突発的な作業（例：ナースコールなど）が入る。割込み処理の終了後

は本来の処理に戻る。 

② プロセスの追加：必要に忚じて当初はスケジュールされていなかった作業が追加

される。 

③ 時刻駆動作業：12時から昼食の配膳をするなど、時刻により駆動される業務が存

在する。 

④ 作業のインターリーブ：一人の作業者が同時に複数の作業を担当することがある。 

⑤ 共同作業：複数の作業者が協力して行う作業がある（例：入浴介助）。 

⑥ メタプロセス：条件により業務の内容、実行順序が変化するなど、プロセスをど

のように実行制御するかを記述したメタプロセスが存在する。 

⑦ 複数の視点：サービスの品質を評価するためには、サービスを提供する側の視点、

サービスを受ける側の視点の両方をモデル考慮する必要がある。 

これらの特徴の中で、(1)の順序処理と割込み処理の混在は、モデル化において最も困難

な点である。順序作業と割り込み（非順序）作業が混在する状況を既存のモデル化手法を

用いて正確にモデル化することは容易ではない。たとえば。割り込みが発生する状況は多
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様であり、それらに対しどのような処理を行い、割り込み終了時にどのような復帰手順を

行うのかについて詳細に定義していく必要がある。 

 

図 3.3.2-8：看護業務の特徴 

複雑な看護・介護プロセスをモデル化するための方法として、以下のアーキテクチャに

よるモデル化方法を提案する（図 3.3.2-9）。 

・ 個々の作業（「食事」、「入浴」など）はワークフローのテンプレートを定義しておく。

作業に対し担当者および資源が割り当てられた段階でワークフローのインスタンスを

生成し、プロセスプールに投入する。プロセスプール内の各プロセスは並行的に実行さ

れる。突発的あるいは定時のプロセス投入についても同様に、実行時にインスタンスを

生成してプロセスプールに投入する。 

・ プロセス自身が別のプロセスを生成するメタプロセスが存在する。たとえば、実際に患

者のところに行ってみないと入浴するか、または、清拭で済ませるかは判らないので、

どちらの作業を行うかが決定された段階でプロセスインスタンスを生成する。 

・ 各作業は担当者により中断されることがある。たとえば、ナースコール対忚などで担当

者が作業現場を離れている間は作業が中断(suspend)し、戻ってきたら再開(resume)す

る。 

・ ナースコールは患者自身の動作ルールにより発生させる。 

・ 利用可能な資源はスーパバイザが把握しており、その情報に従って資源割り当てが行わ

れる。また、各作業者は作業の開始および終了時に資源の獲得および解放をスーパバイ

ザに通知する。 

・ 複数の作業を割り当てられた看護師において、作業のインターリーブが発生している可

能性がある。 

・ 複数の看護師が割り当てられたプロセスにおいては共同作業が発生している。 

・ スーパバイザ上に各作業者間の通信チャンネルを用意する。通信手段には様々なもの、

直接会話、PHSでの１対１通話、つぶやきシステムによる制御された配信、などが存在

する。状況に忚じてどのような通信が行われるかについて記述する。例えば、直接会話

は作業者が同じ場所にいる場合にのみ成立する。 

 現実の業務プロセスにおいて、スーパバイザに対忚するものが必ずしも存在するわけで
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はなく、資源割り当てや割り込みにともなうプロセス非依存の動作ルールをスーパバイザ

上に記述する。たとえば、現在浴室等で作業中の人はナースコールへのレスポンスを一瞬

遅らせることで、待機中の人が優先的に対忚するなどもルールの１つである。 

 

図 3.3.2-9：シミュレーションモデルのアーキテクチャ 

（イ）オブジェクト指向ペトリネットによる実装 

 

上記のアーキテクチャを実装するためのモデリング言語は、以下の機能を備えている必要

がある。 

・ プロセスのテンプレート定義とそのインスタンシエーション 

・ 複数プロセスの並行動作 

・ プロセス実行の停止、再開などの制御機構 

・ プロセス間の同期／非同期通信 

このような機能はマルチスレッドに対忚したオブジェクト指向のプログラミング言語

（Java等）が備えている。しかしながら、プログラミング言語そのものを用いたモデル作

成は可読性に問題があり、また、モデルを実行する際の条件や環境の変更も容易ではない。

このため、Javaの上にペトリネットのモデリング環境を構築したRENEW (Reference Net 

Workshop)4を用いる。ペトリネット5はワークフローの記述に適したモデル化手法の１つで

あり、複数のプロセスの並行動作、資源の競合などの表現に優れている。オブジェクト指

向ペトリネットはペトリネットの拡張モデルの１つであり、動作ルールを持った複数のオ

ブジェクトが与えられた境下でインタラクションを行うマルチエージェントシステムのモ

デル化に適している。 

RENEW上に構築されるモデルは複数のペトリネット（以降「ネット」と略記する）の集

まりである。各ネットの分散状態を表すトークンは、資源の存在のみを表す[] (black token)、

数値・文字列などJavaの標準データ型をもつオブジェクト、および、他のネットへの参照

                                                   
4 http://www.renew.de/ 
5 http://www.informatik.uni-hamburg.de/TGI/PetriNets/ 
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（リファレンス)である。ネット記述はJavaのクラス定義に対忚し、コマンドnewによりネ

ットのインスタンスが生成されプレースに投入される。トランジションに他のネットのト

ランジションのラベルを記述しておくことで、複数のネット間の同期発火および値の引き

渡しを実現する。 

 

（ウ）シミュレーションの対象（仮想フィールド実験） 

 

前述の手法を用いて、2011年12月にJAIST情報棟で実施された仮想フィールド実験の環

境を正確に再現したシミュレーションモデルを作成した。仮想フィールド実験の概要は以

下の通りである。 

・ 作業空間は３つの病室、トイレ、スタッフステーション（ＳＳ）、風呂１、および３つ

のリハビリテーション室からなる（図 3.3.2-10）． 

・ 患者は各病室に３人ずつ計９人。看護師は３人。 

・ 各患者は以下のサービスを受ける。最初に食事をし、その後の作業は順不同で実施され

る。作業時間は固定あるいはランダムに決定される。 

 食事：看護師１人作業。最初に実施。１回。 

 リハビリテーション：看護師１人従事。リハビリ室に連れて行き、終わったら連

れて帰る。リハビリ中は一緒にいる必要なし。リハビリ室の空き状況はナースセ

ンターで確認できる。リハビリまたは体位変換を選択する。 

 体位変換：看護師１人従事。 

 入浴：看護師２人従事。時間は変動。風呂で実施。入浴または清拭を選択する。

風呂が空いているかどうかは通信またはＳＳで確認する。 

 清拭：看護師１人従事。 

 ナースコール：看護師１人対忚。０回または１回。ただし、いつ起こるかはわか

らない。 

 センサコール：看護師１人がまず対忚し、もう１名が駆け付ける。０回または１

回。ただし、いつ起こるかはわからない。 

 

図 3.3.2-10：シミュレーションの対象（部屋の配置） 
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（エ）RENEWによるシミュレーションモデル 

 

例題はネット数18のRENEWモデルで記述できた。図 3.3.2-11にモデルの構成を示す。

矢印はネットインスタンスの生成関係を示す。たとえば、ネットlauncherは２つのネット

インスタンスprocess poolとsupervisorを生成する。 

図 3.3.2-12は看護師のメタプロセスを表すネットである。最初に食事の配膳をするが、

患者の状態により介助が必要な場合とそうではない場合が存在する。その後、リハビリま

たは体位変換、入浴または清拭、を行う。各作業の順序は固定しておらず、必要な人員、

資源がそろったら開始する。入浴は２人作業のため、スタッフステーションにおいてもう

１名の看護師を待つ必要があるが、その動作もメタプロセス上に記述される。 

図 3.3.2-13は入浴のワークフローを記述したネットである．RENEWモデルでは看護師2

名と患者オブジェクトへの参照トークンがネット内を移動するという形で表現されている。

図 3.3.2-14はフロア内に各看護師および患者がどこにいるかを画面上に表示するためのネ

ットである。 

ナースコール／センサコールなどの割込み動作は以下のように処理される。 

・各プロセスのトランジションは、RENEWの同期発火メカニズムを用いて担当看護師に

より実行を制御される。また、スーパバイザは各看護師に指示を出すことで、間接的に

プロセスの実行を制御できる。 

・各看護師は、現在ナースコール対忚が可能な状況か否かの情報を持つ。ナースコールが

発生すると、スーパバイザは割込み作業のプロセスインスタンスをプロセスプールに投

入し、対忚可能な看護師の中からあらかじめ定められたルール（たとえば、待機中の看

護師、同室の看護師、その他の看護師の優先度で決定するなど）に従って担当者を選ぶ。 

・ナースコール対忚を割り当てられた看護師は、現在実行中のプロセスの実行を中断し、

割込み作業の実行に移る。割込み作業が終了したら、本来のプロセスの実行を再開する。 

ユーザ記述のJavaメソッドをトランジション発火時に記述できることからログデータの

出力なども容易である。 

 

図 3.3.2-11：シミュレーションモデルの構成 
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図 3.3.2-12：シミュレーションモデルにおける看護師のメタプロセス 

 

 

図 3.3.2-13：シミュレーションモデルにおける入浴のワークフロー 
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図 3.3.2-14：シミュレーションモデルにおけるフロア 

 

（オ）モデルの妥当性 

 

シミュレーションモデルが仮想フィールド実験をどの程度正確に表現しているかを調べ

るために、看護師役３名の動線を仮想フィールド実験とシミュレーション結果とで比較し

た。図 3.3.2-15に結果を示す。なお、ナースコール、センサコールの発生回数は同じに設

定し、つぶやきシステムによる情報伝達を想定した状況をシミュレーションモデル上に記

述した。また、各部屋間の移動時間は、仮想フィールド実験結果をもとにシミュレーショ

ンモデル上に設定した。 

シミュレーションモデルは一見して実験結果と同様な動線を生成していることがわかる。

また、仮想フィールド実験は作業者の疲労を考慮して５０分で実験を打ち切っているが、

その時点での残りの作業数は、仮想フィールド実験：4、シミュレーション: 3.4（１０回の

平均値）であり、近い値となっている。 

しかしながら、ログデータを詳細に観測すると、仮想フィールド実験では本来必要のない

冗長な動きや、待機状態にある作業者が他の作業者の補助をするために自発的に行う動き

などがあり、必ずしも同一ではないことが判った。モデルの妥当性を客観的に評価するた

めには、動線などの特徴を定量的に評価するための指標を与えることが必要である。 

作業者のストレスを測定するための定量的指標として、以下を測定した。 

・移動に要した時間の合計 

・総移動回数 

結果を表3.3.2-9～表3.3.2-11に示す。なお、シミュレーションの結果は１０回実行したと
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きの平均値である。 

表3.3.2-9では、仮想フィールド実験にける看護師3の移動回数が突出して多いが、これは

看護師１と２が浴室作業中に待機状態となった看護師３が一人でナースコールに対忚して

いたためである。ただし、看護師３の移動回数は多いが、患者のいる部屋間の距離は小さ

いため、総時間はそれほど多くはなっていない。 

表3.3.2-10には１回あたりの移動時間が示されている。看護師１＞看護師２＞看護師３ の

関係があるが、これは各部屋とＳＳ、浴室、リハビリ室の位置関係のためである。部屋１

担当の看護師１がＳＳその他の部屋に行くときの移動距離が最も長い。 

表3.3.2-11は３人の看護師の移動時間と移動距離の合計である。仮想フィールド実験とシ

ミュレーションはかなり近い値となっている。 

 

 

図 3.3.2-15：シミュレーションにおける動線の比較 

表 3.3.2-9：シミュレーションにおける移動時間および回数 

 看護師1 看護師2 看護師3 

仮想フィールド実験 893秒／32回 560秒／26回 441秒／36回 

シミュレーション 660秒／24.9回 691秒／30.1回 632秒／28回 
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表 3.3.2-10：シミュレーションにおける１回あたりの平均移動時間 

 看護師1 看護師2 看護師3 

仮想フィールド実験 27.9秒 21.5秒 12.3秒 

シミュレーション 26.5秒 23.0秒 22.6秒 

表 3.3.2-11：シミュレーションにおける移動時間および移動回数の合計 

 移動時間 移動回数 

仮想フィールド実験 1,894秒 94回 

シミュレーション 1,983秒 83回 

 

（カ）異なる環境下での性能評価 

 

モデルベースシミュレーションの利用法の１つとして、システム導入の効果を定量的に

評価することが挙げられる。例題の業務プロセスにおいて、つぎの２つの環境下でのシミ

ュレーション結果を比較した。 

ケース１：（仮想フィールド実験の状況）各資源の空き状況は通信を通して確認できる。

作業が終わったら通信で報告し、次にするべき作業の指示を通信により移動中に受ける。 

ケース２：（通信デバイス無の状況）各看護師は作業毎にスタッフステーションにて浴

室、リハビリ室の空きを確認する。また、作業が終わったことをスタッフステーションで

報告・記録する。 

 表 3.3.2-12、表 3.3.2-13に各看護師の移動時間と移動回数を示す。通信により移動のオ

ーバーヘッドが減尐していることが確認できる。特に看護師１の移動時間に顕著に表れて

いる。 

表 3.3.2-12：移動時間および回数（50 分まで．10 回の平均値） 

 看護師1 看護師2 看護師3 

ケース１ 660秒／24.9回 691秒／30.1回 632秒／28回 

ケース２ 927秒／34.9回 686秒／33.6回 632秒／34.4回 

 

表 3.3.2-13：移動時間および回数（全作業終了時まで．10 回の平均値） 

 終了時間 看護師1 看護師2 看護師3 

ケース１ 3,403秒 803秒／30.1回 688秒／29.8回 680秒／32回 

ケース２ 3,757秒 992秒／37.1回 866秒／41.1回 715秒／38.4回 

 

（キ）シミュレーションモデルの課題 

 

 フィールド実験および仮想フィールド実験における作業者の意思決定をシミュレーショ

ンモデルに組み込むことで、より正確なシミュレーションが可能になる。特に、作業者は

他の作業者や患者が現在どのような状況にあるかについておおよそ把握しており、それに
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基づいて行動していると考えられる。このような人間の意思決定モデルはフィールド実験

および仮想フィールド実験における参加者へのインタビューより推定することになる。人

間の意思決定モデルは、本プロジェクトで提案している、情報の提供・隠蔽により間接的

に人間の行動を最適化する「情報スーパバイザ制御」[内平12]の実現に必要である。 

 また、行動ログデータから定量的に得られる評価指標について検討する必要がある。２

つの行動ログデータがあったとき、(i) それが「同じふるまい」と見なせるのか、また、(ii) 

どちらのふるまいが「より望ましいか」、等を定量的指標により判断可能にするのが目標

である。ただし、「より望ましいか」については人間の主観的要素が大きい。杉原グルー

プの社会科学的手法による評価結果と上記のような定量的指標の値の相関を見ることで、

行動型サービスにおける人間の行動を客観的に評価する指標を作ることができると期待し

ている。 

 

3.3.3. サービス評価手法 

 

サービス評価手法に関しては、つぶやき時空間コミュニケーションシステムのユーザビ

リティ評価手法の基礎実験とサービス空間可視化評価システムに組み込む負担感評価手法

の基礎検討を行った。 

 

（１） システムユーザビリティ評価手法（手書メモと音声メモの比較） 

 

 看護・介護の現場においては，時事刻々と変化する患者や要介護者らの状況に対忚する

と同時に，それらの状況をカルテ等に詳細に記録することが求められる。現在，電子カル

テ等の導入により，それらの情報は電子データとして管理されつつあるものの，データの

入力は都度行われることは尐なく，看護師や介護師が実際の対忚を終えた後に，時間があ

るときにデータ入力を行うことが常態化している。そのため，看護師や介護師は，定常的

な業務以外の出来事については，データ入力を行うまでの間その状況や出来事等記憶して

おく必要がある。多くの看護師や介護師は，自分なりのメモを作成し，記憶の補助とする

ことが多い。 

 看護師や介護師が用いるメモは，メモ用紙や手の甲など各自思い思いの場所に筆記によ

り取られており，ICレコーダなど音声記録メディアによる記録の補助は行われていない。

音声によるメモは，しゃべるだけで必要な情報を記録することができるため，“メモを取

る”という面だけに着目すれば，文字を書く通常のメモよりも効率的だと考えられる。 

 そこで，本研究では介護や看護の現場での利用を想定し，記憶の補助としてメモすべき

事柄を音声によって録音することが，どの程度の効果をもつか，記憶補助メディアとして

の効果を実験によって明らかにする。 

 

（ア）実験手続き 

 

提示刺激 

 介護・看護の現場では，対象となる患者や被介護者の状態を観察し，適宜メモを取り，

記録として特筆すべき事柄をカルテ等に清書する。記憶すべき事柄は，血圧といった記号

的な情報に加えて，対象者が置かれている状況と出来事の帰結，すなわち状況的な情報が
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含まれるという特徴がある。 

 そこで本実験では，看護・介護の現場における業務の特徴を模擬するため，記憶すべき

ことがらを対象者の行為（状況とその帰結）とするため，4コマ漫画を刺激材料として用い

ることとした。4コマ漫画は，登場人物の状況を説明するコマと，その出来事の帰結を説明

するコマによって構成されており，これらを順次提示することにより，介護・看護の現場

で記憶すべき情報を疑似的に再現できる。 

 刺激として用いた4コマ漫画は，「コボちゃん」である（「コボちゃん」は，読売新聞に

連載されている植田まさし氏の作品である。本実験では，過去に出版された単行本から刺

激を選定した。）説明のための追加情報が不要となるよう，一目で状況が把握できる作品

を選択した。また，時事刻々と変化する実世界の状況に近似するため，5秒ごとに1コマず

つ自動送りで提示することとした。実験協力者は，提示される状況について記憶補助メデ

ィアを用いつつ，記憶することを求めた。 

 

実験方法 

 介護・看護の現場では，対象者の対忚を行っている間に，別の事象が割り込んで発生し，

その緊急度によっては，割り込んだ状況を優先的に対処するといった，割り込み業務が発

生する。また，ある事象が発生した時はその場でメモを取る時間が十分ではなく，極めて

短時間であることが多い。これらのことから，以下の2点の要素を実験に盛り込むこととし

た。 

 

・記憶補助メディアによるメモができる時間を，極めて短時間に制限する 

・現在実施すべき事象の途中で，緊急度の高い割り込み業務がランダムに発生するように

する 

 

これらのことを考慮し，以下のような実験計画とした。 

 

要因計画： 

    要因1：記憶補助メディア（ICレコーダによる録音，手書きメモ）参加者間実験 

    要因2：メモ時間（5秒，20秒）参加者内実験 

    要因3：割り込み（割り込み情報あり，なし）参加者内実験 

実験協力者： 

 大学生 12名 （男：11名，女：1名） 

    （手書きメモ：6名，録音メモ：6名） 

記憶の方法： 

    4コマ漫画の内容（エピソード）に関する記述による再生 

手続き： 

 1）実験方法の説明 

  ・対象となる「コボちゃん」の内容を十分知っているかどうかの確認 

（対象となる作品を知っている実験参加者は参加を見合わせる） 

  ・「コボちゃん」の登場人物の説明 

 2）作品閲覧と手書きメモ／録音メモの練習 

  ・2作品程度作品を閲覧し，メモおよび録音の練習をする 
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  ・2作品のうち，1つは割り込みなし。1つは割り込みありとした。 

 3）刺激の提示 

  ・作品の提示（全8作品を閲覧させる） 

             - 時間の提示（5秒） 

       - 作品（1コマ 5秒×4コマ）の提示 

      -割り込み課題はコマの途中で別のコンピュータに映像をベル音とともに出し，

割り込み画像についても記憶するよう教示した。 

       ※割り込み映像は，スイカ割りなど短時間で内容が把握できるイラストと 

した。 

  ・メモの準備を促す（5秒） 

  ・メモ時間（5秒，20秒はランダムに提示した） 

  ・上記手順を全8作品に対して繰り返し行った 

 4）挿入課題 

    - 小学校6年生程度の算数の問題 3分間 

 5）記憶確認テスト（再生法） 

  ・記憶確認テストでは，その都度行ったメモをみて／聞いて記入するよう依頼した。

ただし，メモをみる／聞くかどうかは協力者の判断に任せた。 

  

（イ）結果 

 

 記述された記憶確認テストは，エピソードの重要な内容を示した10個のキーワードを予

め設定し，記述された文章にそれらのキーワードが登場するかどうかを判定し，10点満点

で全作品を得点化した。なお，この得点化に当たっては，2名の採点者がそれぞれ作業を行

い，結果の解釈に読み間違いがないか，留意して行った。なお，結果的に2名の採点者の食

い違いは生じなかった。 

 記憶確認テストの得点の平均値を元に，3要因の分散分析を行った。その結果3次の交互

作用はなく，記憶補助メディアと割込みの有無の交互作用について5%水準で有意な結果が

得られた（F (1, 10)=6.3, p < .05)．また，メディア間の単純主効果も認められなかった（F(1, 

10)=0.2, n.s.)。なお，下位検定を行ったところ，割込みの有無に対するメディア（録音・手

書き）の単純主効果では，手書きメモと割込みの有無において，5%水準で有意差が認めら

れた（F(1, 10)=5.25, p <.05)．逆に，メディアに対する割込みの有無（あり・なし）の単純主

効果について有意差は認められなかった。 
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( * p < .05) 

図 3.3.3-1：記憶方法による正答率の差 

 なお，割込み時に記憶したイラストの内容についての正解率も同様の方法で算出した。

その結果を図 3.3.3-2に示す。各メモ時間でt検定を行ったが，いずれも有意ではなかった。

（5秒：t(10)=1.5, n.s., 20秒：t(10)=0.13, n.s.）しかし，メモ時間が尐ないほど，録音による割

込みの成績は低く，20秒でほぼ同じ得点ではあるが，わずかに録音による成績が低いこと

が判る。 

 

図 3.3.3-2：割込イラストの内容に対する正答率の差 

* 
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（ウ）考察 

 

 本実験では，割込みがある場合は有意に手書きメモの方がより正確に記憶が再生される

ことが分かった。また割込んだ情報についても，よい成績で再生されることがわかった。

統計的検定では有意差は認められなかったものの，メモの時間が極めて短い場合（5秒）で

は，むしろよい成績で再生されている。 

 実験で用いられたメモを詳しく見ると，割込みがある場合のメモは，通常の4コマ漫画の

ストーリーに関するメモの位置と割込み側の情報の位置が離れていたり，あるいは線分を

引いて，異なる情報であることを示したりするなど，紙面上の空間を利用して記憶すべき

情報を記述しているものが多かった。このことから，割込みに対して手書きメモが有意に

よい成績だったのは，紙面の空間を一つの情報として利用して書くことができる点が作用

したのではないかと考えられる。 

 しかし，録音の成績だけをみると，5秒・割込みありの条件のみ若干の差がみられるもの

の，検定では差がないことがわかる。つまり，どのような条件であってもある程度安定し

て記憶の補助として機能していると言える。 

 これらのことから，割込み業務が発生した場合にどのようなメモの取り方をするかにつ

いては課題があるものの，看護・介護の現場での記憶補助メディアの活用を模擬した実験

では，音声の録音によるメモは，十分有効なメディアであることが示された。 

 

（２）サービス評価手法（負担感評価） 

 

食事介助時におけるリソース配分と負担感の関係を調査し、負担感に関するサービス評

価手法を検討した。 

 

関連研究 

2000年の介護保険制度開始を皮切りとして介護施設ではサービスのあり方が問われるよ

うになり，3大介護と呼ばれていた「食事」「入浴」「排泄」という利用者の体に直接触れ

て行う介護だけではなく，精神的なケアを含めた利用者の生活全体を捉えた介護が求めら

れるようになってきた。実態としては，身体介助に多くの時間が割かれている。特別養護

老人ホーム（以降、特養）の日勤帯では、移乗、入浴、食事、トイレ、おむつ、更衣の6種

類の介助に勤務時間の9割が充てられている[栗木 03]。 

介護の評価に関しては、現在の評価は行政や専門機関による構造の評価が中心となって

おり、過程や結果の視点がなかなか採用されることがないとされる[高田 10]。ここでの構

造とは、医療の質を評価するためDonabedianが提唱した視座である、構造（Structure）・

過程（Process）・結果（Output）[Donabedian 88]のうちの1つである。施設介護に必要

される人員は、2005年を基準として2025年に1.78倍、2055年には1.93倍に達するとの予測

[菊池 08]もあり、人員の確保とともに過程と結果を含めた介護の適切な評価についての重

要性も高まっている。 

 

調査方法 

本研究では、石川県内の特養の1部署において、そこで勤務する現場介護職員の業務を観

察した。仕事の進め方に関して評価の高い職員、勤務経験の長い職員、新人職員の各グル
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ープからそれぞれ1名を選び、全員の業務行動フローを作成した。加えて、調査対象者の主

観を調査するため、作成した業務行動フローをもとにタイムライン・インタビューを行っ

た。このとき、併せて各行為系列に対して介護者がどの程度負担を感じているのかを5段階

で評定させた。 

 

業務観察 

 2011年8月～2011年11月の間に断続的に業務を観察した。観察時間帯は昼食時間に限定

した。昼食は毎日必ずあり、時間帯がほぼ固定されているからである。調査対象者にICレ

コーダとマイクを装着してもらい、業務中の発話を収集した。観察者は、尐し離れた場所

より業務の様子を手持ちビデオカメラで録画した。収集したデータは、類似のものをまと

めて、行動内容により分類した。 

 

業務行動フロー 

業務行動フローを作成する職員の選定に際しては、勤務年数をもとに、介護経験の長い

職員と勤務年数の短い新人職員を選定した。また、調査対象とした部署の中で、周囲の評

価がもっとも高い職員を一人選び、熟練職員とした。 

3名の職員から1日ずつ選び、業務観察データに基づいて業務行動フローを作成した。行

動はその内容により、昼食業務に関わる業務の中で、入居者と直接関わる業務を表業務、

日常的に行われるものを定型業務、そうではないものを非定型業務とした。入居者と関わ

らない業務は裏業務とした。同様に日常的に行われる業務を定型業務、そうではない業務

を非定型業務とした。昼食業務に関わらない業務は他業務とした。さらに、業務の内容や

実施のタイミングが固定的であるものは主業務、個々の職員の判断に任されるものは介入

業務として定義して業務行動フローを作成した。 

 

タイムライン・インタビュー 

業務行動フローは、観察者の視点で作成したものである。実際の行動は、被観察者が状

況の中で考え、予測し、負担感を感じながら行っているので、観察者による観察と被観察

者の主観との間にギャップが生じる[Dervin 03]。そこで、業務行動フローを作成した3名の

職員に対して、タイムライン・インタビューを行い、自身が業務中にどのような状況判断

を行って業務を組み立てているのか、また、業務の中でどの程度忙しさ（負担）を感じて

いるのかを問うた。 

タイムライン・インタビューは、作業パートとインタビューパートに分けて行った。業

務の目的を、各職員共通で昼食業務の完了とした上で、それを妨げる事象の発生による負

担感を一つの指標とし、作業パートでは、各職員に自らの業務行動フローに記された各行

動時に感じた負担感を5段階で記入させた。インタビューパートでは、作業パートで記入さ

れた負担感のレベルに関して、なぜ負担に感じるのか、負担を感じないようにどのような

手立てをとっているのかといったことについて質問した 

 

分析方法 

収集した音声データは、文字起こしして文章データとし、Qualitative Data Analysisソ

フトであるMAXQDA2010により分析した。文章データをセグメント化し、職員の業務行動

の理由部分に着目しつつ、それに対忚するコード（概念）を付与、相違点、共有点につい
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て比較し、カテゴリー化する方法で分析を行った。 

映像データについても、介護者の行動を逐次アノテーションし、行為系列ごとにまとめ

た。業務を、対人業務、非対人業務、その他に分け、各行為系列を分類した。さらに、タ

イムライン・インタビューで聞き取った各行為の忙しさ（負担感）をプロットした。 

 

分析結果 

熟練職員、介護経験の長い職員（中級）、新人職員の仕事のやり方を比較した。図 3.3.3-4

は、熟練介護者の事前準備と割込作業およびそれらへの負担感の関係を一部示したもので、

図 3.3.3-3は新人のものである。  

熟練介護者は、他の2名と比較して業務中に負担を感じる程度が低かった一方で、新人介

護者は常に負担を感じながら食事介助を行なっていたことが明らかとなった。特に、一度

割込作業が発生すると、負担感を強く感じる状態が継続していた。 

 

 

 

図 3.3.3-3：新人介護者の事前準備（左）と割込作業（右）およびそれらへの負担感の関係 

 

 



社会技術研究開発 

研究開発プログラム「問題解決型サービス科学研究開発プログラム」 

平成２３年度 「つぶやき空間」 

研究開発プロジェクト年次報告書 

54 

 

 

 

図 3.3.3-4：熟練介護者の事前準備（左）と割込作業（右）およびそれらへの負担感の関係 

 

表 3.3.3-1：業務組み立ての違い 

カテゴリー サブカテゴリー 概念 熟練 中級 新人

利用者の個性の把握 ○ ○ ○

日常的な利用者の要求の把握 ○ ○ ○
業務全体の流れの把握 ○ ○ ×

業務が中断されない ○ ○ ○
予定時間に業務が開始できる ○ ○ ○
予定時間に業務が終了できる ○ ○ ○
業務が打ち切りにならない × ○ ○

終了時間が迫ってくる × ○ ○
業務が打ち切りになる × ○ ○
追加業務が発生する ○ ○ ○

突発的事態がが発生する ○ ○ ×
要求が同時多発する ○ ○ ○
業務が中断される ○ ○ ○

食事介助自体が多忙 食事介助自体が多忙 × × ○
交渉による優先順位の調整 × ○ ○
他職員への指示・依頼 × ○ ○

他職員の状況確認に沿った業務の優先順位の変更 × ○ ×
他職員への相談 × × ○
業務作業全体を先導的に再構成 × ○ ×
利用者の個性に応じた優先順位の決定 ○ ○ ○

声かけによる食事の促進 ○ × ×
負担の前倒し（フロントローディング） ○ ○ ×

余裕を維持するための方策

余裕を維持するための条件

余裕が無くなる状態

知識の事前獲得

介護者の要望

業務のペースが乱れる

即時対応

事前準備

 

 

表 3.3.3-1は、インタビュー結果より生成した業務カテゴリーおよび各介護者の対忚であ

る。分類された概念に対する発言があった場合を○で、発言が見られなかった場合を×で
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表現している。この結果からは、業務中に余裕を維持しながら業務を進められる要因とし

て、負担のかかりそうな状態（負担増リスク）に対して事前に把握しておくことの重要性

が読み取れる。いずれの介護者も、事前に計画したとおりに介助が進められることを望ん

でいた。そのために、事前に知識把握が重要としていた。業務が職員の望む流れで進んで

いる場合も、負担感を感じることなく業務を行えることがわかった。しかし、熟練職員は

進行中の業務を完遂することを期待しておらず、高齢者介護業務が予測不可能な事態によ

り中断される可能性があると理解している。一方、普段の状況と異なったり、業務が期待

した流れから外れたりした場合に負担感を感じることとなる。 

熟練介護者と新人の間で最も異なっていたのは、余裕を維持するための方策であった。

新人は現場で発生した事案に対して即時対忚している発言が多かったのに対して、熟練介

護者は事前に入念な準備をしていたとの発言があった。負担感を比較すると、新人は常に

負担感が高かったのに対し、熟練介護者は割込作業発生時に一時的に負担感が増すものの、

すぐ定常状態に戻っていた。熟練介護者は他職員の動きを考慮しつつ、負担増リスク発生

要因となっていること、あるいは負担を実際に増やしている事態への対忚を他職員に任せ

るか、自身が声かけして食事の行為が滞らないようにするかについて判断をしていた。熟

練職員は、これまでの経験を通して、居者が食事開始までどのくらい待てるかという部分

まで、理解が及んでいた。新人職員は他職員にアドバイスを求めることで対処しているこ

とがわかった。これらは、負担感を生じさせる事態が起こってからの行動である。中級介

護者は、事前に準備についても、その場その場での対忚についてもコメントをしていた。  

 

考察 

熟練職員の特徴は、負担感を生じさせる事態に事前に対処している点である。高齢者介

護業務では、予測不可能な事態が起こり、負担感を生じさせる可能性がある。そのことを

理解した上で、業務の流れを全体的に把握し、事前に対処できる箇所を的確に判断して事

前に対忚することで余裕を捻出する。表1内で熟練介護者の即時対忚欄に○が存在しないの

は、即時対忚が必要かつそれが同時多発的に発生する事態に陥らないよう事前に業務の優

先順位を調整したり、手持ちの時間や手間にかけられるリソース配分を考慮し、作業全体

の計画を構成したりしていた。 

今回、調査対象とした昼食業務は、配膳の準備から配膳作業にかけて、比較的職員が主

導して業務を進められる場面であり、余裕を捻出しやすいが、ひとたび食事介助を始める

と相手の流れに合わせなくてはならず、余裕を捻出しにくい。また、食事の開始時間は職

員が配膳することで開始されるため、職員側に主導権があるが、終了時間は入居者の体調

やその日のメニューなどにより変動する。そのため食事を終えた者から自由な行動しやす

く、職員側が主導権を取りにくい。熟練介護者は、この点をよく理解し、事前準備に力点

をおいていたものと考えられる。一方、残り2名は事前準備が熟練介護者ほどスムースに調

整できていなかったため、即時対忚が必要な事態が発生したと考えられる。 

このことから、職員が業務の中で主導権を持てる場面、つまり、業務の裁量度が高い場

面がどこにあるのか判断でき、そこで事前の対処がどれだけできるかが、業務をうまく組

み立てるための要点であるといえる。 

また、事前の準備については全員共通して実行していたことから、全く同じ状況の繰り

返しではない高齢者介護の業務においてでも、似通った状況への対忚を見越して準備して

おくことにより負担感が尐なくなるものと考えられる。この結果からも、事前準備の重要
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性が伺える。 

サービス改善の観点においては、熟達介護者の持つスキルをどのように新人に移転する

かが焦点となる。現場においてそれは、個人の伝達能力や性格によるところが大きく、ま

た時間や体力・精神力的な余裕が持ちにくい状況に介護者たちが置かれていることから、

潤滑に行われていない。ここに情報機器が関与できる余地がある。現場で起こる様々な事

象に対して、熟達介護者が何をどのように観察し、またどのように対処しているのかが開

示・共有されれば知識移転は行いやすくなる。現在においても、ケアカンファレンスや申

し送り等で移転は試みられているが、これに加えて音声つぶやきによるリアルタイム性の

高い共有方法を現場に持ち込むことで、移転の効果を高めると考えられる。さらに、音声

データを蓄積・検索可能にしておくことで、時間と空間を超えた移転も可能になる。 

サービス空間可視化・評価システムへの負担感評価の組込みに関しては、今回行ったタ

イムラインインタビューを簡易化し、ツール上のアンケート画面のような形式で組み込む

予定である。 

 

3.3.4. フィールドにおける試行評価 

 

開発したベースシステムを用いて、中規模病院（東芝林間病院）および介護付き有料老

人ホーム（ソノラスコート三鷹）で試行評価実験を行い、有効性と様々な具体的な課題を

抽出した。東芝林間病院では、つぶやきシステムの記録機能の試行評価を行い、ソノラス

コート三鷹では、つぶやきシステムの連携機能の試行評価および介護士の動線収集とサー

ビス空間可視化のためのデータ収集を行った。また、実フィールドでの試行評価は現場の

業務が最優先であり、実験条件の制御や繰り返し実験などは困難である。そこで、実際の

フィールドを模擬した仮想フィールド実験環境を構築し、ベースシステムの基本機能の評

価を行った。 

 

（１） 東芝林間病院における記録機能のフィールド実験 

 

 2011年9月19日～23日の5日間に掛けて、上記の音声つぶやきシステムを用いて、本プロ

ジェクトの協力機関である東芝林間病院の2 階南病棟にて、9 月19 日～23 日にかけて、

日勤帯の看護師に、スマートフォンとマイクを携帯いただき、記録事項や気付いたことを

音声つぶやきとしてつぶやいていただいた。 

 

実験の目的 

実際の看護業務において、どのようなタイプや内容の音声つぶやきが発話されるかを確

認する。 

 

実験の方法 

実験期間中の各日勤帯（8:00～16:00）の4 名の看護師に、朝の申し送り終了後から夕方

の申し送り終了までの間、スマートフォン（Android端末）とマイクを携帯いただき、記録

事項や気付いたことを音声つぶやきとして発話していただいた。また夕方の申し送り終了

後に、チェック形式のアンケートにより、当日の自分のつぶやきを振り返り、評価いただ

いた。5日間で延べ20 名の看護師の皆様にご協力いただいた。 
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実験結果：収集されたつぶやきの概要 

 つぶやきの個数 

5 日間で計210 個のつぶやきが収集された（日別の個数および時間帯別個数は、図 

3.3.4-1、図 3.3.4-2参照）。1 日平均42個、1 日1 人あたり約10 個つぶやいたことになる。

8 時台～9 時台のつぶやきが最も多く、バイタル計測結果のつぶやきが大半を占める。そ

の他、10 時台～11 時台は点滴や血糖値に関するつぶやきが目立ち、12 時台～13 時台は、

食事、食後薬、排尿・排便に関するつぶやき、14 時台～15 時台は他科との連絡に関する

つぶやきがそれぞれ目立つ。 

 

 

 

図 3.3.4-1：各日のつぶやき個数 

 

図 3.3.4-2：時間帯別のつぶやき個数 

 看護師の役割別のつぶやき個数とつぶやきのタイプ 

19 日と21 日を除く3 日間については、参加看護師に夕方の申し送り終了後に当日の自

分のつぶやきを振り返って評価いただき、つぶやきの種類などを回答いただいた。図 

3.3.4-3 に示すように、記録に関するつぶやきが半数を占める。まずは記録が、音声つぶや

きシステムの最も大きな用途になると考えられる。 
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図 3.3.4-3：つぶやきのタイプ 

 つぶやきシステムの有効性を示唆する具体的ケース 

以下に示すつぶやきシステムの有効性を示唆する具体なケースが抽出できた。 

 他の看護師の担当患者について気付いたことをつぶやいたが、担当看護師には伝

えていなかった。担当看護師によると伝えてもらったほうがよりよかったケース。 

 観察内容をつぶやいたが、その内容を完全には記録していなかった。後でつぶや

きを振り返ってみると記録したほうがよりよかったケース。 

音声つぶやきシステムの導入により、音声による記録作業の効率化だけでなく、上記のよ

うな気づきをより多く記録・伝達できることで、看護の質の向上も期待できる。 

 

つぶやきの発話のパターン 

収集されたつぶやきの顕著な特徴として、以下に示すように、発話開始のパターンと、

患者名の発話パターン、時間に関する発話パターンがある。 

 

 つぶやきの発話開始のパターン 

 実験で収集された210個のつぶやきの発話の開始パターンの比率を図 3.3.4-4に示す。患

者名（姓のみもしくはフルネーム）から始まる発話が71.9％（151個）と大半を占める。患

者名の前に部屋番号、ベッド番号などがつくものまでを含むと87.1％（183個）となる。な

お実験に参加した看護師には特に発話の形式は指示していない。このように看護業務場面

における多くのつぶやきは、患者個人を特定する発話から始まるという特徴がある。 

 時間等（時刻の他“後で”、“お昼に”なども含む）から開始するつぶやきにおいても、

発話途中に患者名が含まれるものがある。上記の151個を含め、191個（91%）のつぶやき

が患者名を含むものであった。 

 このような発話の特徴をとらえた言語モデルや辞書の整備が、看護業務におけるつぶや

きの音声認識の精度向上には欠かせないものと考えられる。 

また今後、発話パターンの特徴をより詳細に分析し、発話パターンを“つぶやきプロト

コル”として整備することにより、音声認識の精度向上を図るだけでなく、プロトコルに

忚じたつぶやき配信の自動化の開発につなげたい。 
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71.9%

10.5%

3.3%
1.4%

0.5%

5.2%

7.1%

患者名

部屋番号＋患者名

部屋番号＋ベッド番号＋患者名

その他＋患者名

医師名

時間等

その他

 

図 3.3.4-4：つぶやきの発話開始パターン 

 患者名の発話パターン 

 患者名を含む191個のつぶやきを、患者名の発話の仕方によって分類した結果を図 

3.3.4-5：患者名発話パターン図 3.3.4-5に示す。姓のみ（“山田さん”など）の発話が66％

と大半を占める。なおつぶやきの録音のタイミングで発話の冒頭が切れているケースがあ

り、患者名の末尾の一部しか聞き取れないもの（9個）は“不明”に分類している。またフ

ルネームの場合は、末尾に“さん”がつく場合が大半であるが稀につかない発話があった。

姓のみの場合は全て末尾に“さん”がつく。 

66.0%

29.3%

4.7%

姓のみ

フルネーム

不明

 

図 3.3.4-5：患者名発話パターン 

 時間に関する発話パターン 

全210個のつぶやきうち、時間に関する発話を含むつぶやきが60個（28.6%）あった。こ

の60個の時間に関する発話を、その内容によって分類した結果を図 3.3.4-6に示す。今後の

予定に関するものが63.3％（38個）で最も多い。次いで、ケアの実施や観察の記録のタイ

ミングに関するものが20％（12個）であった。一つのつぶやきの中で、これらの両方を発

話しているケースが6.7％（4個）あった。 
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60個の時間に関する発話を、時間表現のタイプによって分類した結果を図 3.3.4-7に示す。

ケアの実施や観察の記録のタイミングに関する発話（12個）においては、時刻（○時○分

など）として発話されているものが66.7%（8個）を占め、治療・ケア・生活の名称等を発

話しているものが2個であった。具体的には“昼食後”と“透析終了後”である。 

一方、今後の予定に関する発話（38個）においては、やはり時刻を発話したものが34%

（13個）と最も多いが、それ以外にも昨日、今日、明日や、今から、これから、後でなど

曖昧な時間帯を示す表現など、さまざまな発話が見られる。手術予定や検査予定について

のつぶやきでは“明日”といった曖昧な表現が目立つが、これは手術や検査は他患者の予

定や経過によって時間が変動するため、時刻を明確に述べることができないものと考えら

れる。今後の予定の発話の中での治療・ケア・生活の名称等の時間表現としては、具体的

には“入浴時”が2個、“透析後”が1個、“ご家族来られたら”が1個の計4個があった。

これらは、ケアや治療の場面で行うことの予定についてのつぶやきであり、発話者がこれ

らの予定を、時刻より治療・ケア・生活のタイミングの中で把握していると考えられる。 

63.3%

20.0%

6.7%

10.0%

今後の予定

ケア実施・観察の記録

ケア実施・観察の記録＋今後の予定

その他

 

図 3.3.4-6：時間に関する発話のタイプ 
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60%

70%

80%

90%

100%

時刻

昨日・今日・明日

治療・ケア・生活

今から・これから・後で

朝・昼・午前・午後

○時間後・○分後

日付

曜日

来週

日付＋時刻

昨日・今日・明日＋朝・昼・午前・午後

治療・ケア・生活＋○時間後・○分後

 

図 3.3.4-7：時間の表現 
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（２） 介護施設ソノラスコート三鷹でのフィールド実験 

 

平成23年度は、都内の介護施設ソノラスコート三鷹において、フィールド実験を2回実施

した。1回目は、介護業務の現状把握を目的に、2回目はつぶやきシステムVer1.0による連

携業務での効果把握を目的に実施した。2回のフィールド実験の概要を表 3.3.4-1にまとめ

ている。 

表 3.3.4-1：介護施設でのフィールド実験の概要 

第1回実証実験 第2回実証実験 報告書の該当部分

目的 介護業務の現状把握
つぶやきシステムVer1.0の連携業務に
おける効果把握

実験期間 H23年10月.7日～10月.10日 H24年2月21日～2月25日
入浴介助（2回） 入浴介助（2回）
　10月4日　 8:30～ 16:00 　2月21日　 8:30～ 16:00
　10月6日　 8:30～ 16:00 　2月23日　 8:30～ 16:00
夜間見守り（2回） 夜間見守り（2回）
　10月4日　 17:00～ 10月8日　7:00 　2月21日　 21:00～ 2月22日　5:00
　10月6日　 21:00～ 10月10日　5:00 　2月23日　 21:00～ 2月24日　5:00

データ取得機器構成
タブレット端末、ICレコーダを単独で利用
して個別にデータ蓄積

タブレット端末のデータを無線LAN経由
でサーバに接続して蓄積

無線LAN 未使用 使用 4) 第2回実験概要

ビデオ撮影 2台のビデオカメラで業務の状況を撮影 3台のビデオカメラで業務の状況を撮影
5）夜間見守りの実
態把握

観察記録
介護スタッフに観察者がマンツーマンで
観察し記録

介護スタッフに観察者がマンツーマンで
観察し記録

2）入浴介助の実態
把握

介護スタッフの位置情
報

ブルーツース発信機の位置をタブレット
端末で受信

ブルーツース発信機の位置をタブレット
端末で受信

6）施設内での位置
測位精度

介護スタッフの会話 ICレコーダ つぶやきシステムVer1.0
3）介護スタッフの会
話

インタビュー フィールド実験時に随時実施 フィールド実験前後に実施 7）インタビュー

アンケート 未実施 フィールド実験終了後に実施 7） アンケート

実験対象（実験回数）
1) 第1回実験概要

データ取得方法

 

 

 実験の対象業務は、平成22年度に実施した介護記録の分析や絵画スタッフへのインタビ

ュー結果を踏まえて、連携が必要な業務として入浴介助と夜勤見守りの2つに絞り込んだ。 

入浴介助では、離れた場所への情報伝達、同期作業における担当者の実際のコミュニケ

ーションの実態を把握することを目的とした。また、夜間見守りでは、尐人数で業務内容

が多く、空間的に広い範囲での業務をするときのコミュニケーションを把握することを目

的とした。 

 

（ア）第1回フィールド実験概要 

 

a）入浴介助の実態把握の実験概要 

これまでの確認事項では、入居者の体調・機嫌により、入浴できない場合がある。当日(直

前）のスケジュール変更が頻繁にあり、介護スタッフ同士の綿密な連携が要求される業務

である。フィールド実験では、連携作業を中心に現場での観察とインタビューにより実態

把握に努めた。  

入浴介助は週３回（月・水・金）で、対象者22名（普通入浴15名、機械式入浴7名）一人

当たり20分程度で、原則として、午前は女性 午後は男性に入浴している。 

 図 3.3.4-8には入浴介助の現状把握のためのフィールド実験での介助者、入居者、固定電
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話の位置、ICレコーダ、スマホ、観察者の配置を示している。 

 

図 3.3.4-8：入浴介助の現状把握実験 

 

（イ）入浴介助の実態把握 

 

a)入浴介助時の特徴的な連携作業 

フィールド実験で入浴介助を観察したときの連携作業が必要な作業を観察した。各業務を

熟知したスタッフが、相手の状況がわからないために結果的に、無駄な移動をした例を図 

3.3.4-9に示す。10月7日14時21分頃に観察された事例である。 
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 図 3.3.4-9：相手の状況が不明なため無駄な移動をした例 

 

b) その他の連携作業 

 その他の夜勤で観察された連携作業の事例には以下のものがある。 
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• 2:03 (103 号室)深夜 2 人で 3 フロア管理中 

– 「103 さんのところに行きます（来てください）」 

– PHS で他フロアの介護士へ連絡 

• 2:38 (202 号室) 深夜 2 人で 3 フロア管理中 

– 「おしっこもれ、シーツ交換、シーツ持ってきて」 

– Ａから PHS でＢ連絡 Ｂがシーツを持って行く 

• 5:12 (103 号室) 早朝 4 人で 3 フロア管理中 

– 2 人で介助(103) 

– ＰＨＳで忚援要請（MT さんから HB さんへ連絡） 

– HB さん作業中だった、終わって対忚。 

• 6:05 (103 号室) 早朝 4 人で 3 フロア管理中 

– 偶然通りがかった S さんをＭさんが呼び止め 

– ２人で介助(103) 

 

（ウ）介護スタッフの会話 

 

H23年度には、本研究の分析対象を、従来の医療機関から、介護機関へと拡大し、フィー

ルド実験を実施した。本フィールド実験に先立って実施した「ソノラスコート三鷹」の介

護スタッフへのインタビュー調査によって、「入浴介助」業務、「夜間巡回」業務、なら

びに「申し送り」業務の3つを、主な分析対象業務に選定した。 

図 3.3.4-10に概要を示した「入浴介助」業務では、各入居者の体調や障害の有無は多様で

ある。そのため、それぞれの入居者の状況に忚じた介助が必要となっている。また、特に、

寝たきりの入居者や、車椅子を使う入居者への介助では、複数人の共同作業が必要となる。

つまり、スタッフ間のスムースな連携が重要であるので、そこでなされる音声コミュニケ

ーションの収録を実施した。 
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図 3.3.4-10：「入浴介助」業務の概要とフィールド実験の目的 

図 3.3.4-11に概要を示した「夜間巡回」では、同時に多数発生するナースコール等への

尐ないスタッフ人数での対忚に焦点を置いて、データ収集を行った。こういった場面での

各スタッフの判断と連携が、入居者ケアの質の維持と、スタッフの負担軽減において、重

要な要因となっている。 

 

 

図 3.3.4-11：「夜間巡回」業務の概要とフィールド実験の目的 



社会技術研究開発 

研究開発プログラム「問題解決型サービス科学研究開発プログラム」 

平成２３年度 「つぶやき空間」 

研究開発プロジェクト年次報告書 

66 

 

 

本介護施設では、介護スタッフがシフトを組んで連携することによって、365日24時間切

れ目のない入居者ケアを実現している。ここでは、日勤スタッフと夜勤スタッフの間や、

前述の夜勤の早番と遅番といった、各シフトを担う担当者間のスムースな情報共有が特に

重要である。そこで、本フィールド実験においても、各シフトの担当者間で行われる情報

共有の場である「申し送り」時の発話内容を、第三の収集＆分析対象に選定し、可能な限

りの収録を試みることとした。 

「10月ソノラス実験」では、「参加者音声」、「場所音声」、および「電話音声」の3種類

の音声データの収集を行った。音声データ収集機器の外観と設置の様子を、図 3.3.4-12に

示す。 

「参加者音声」は、参加者の肩に装着したピンマイクで収集したその発声音声を参加者

が携行するICレコーダに録音した音声データであり、実験⑧「入浴介助」では、「外介助」

スタッフと、「リーダー（インチャージ）スタッフ」に、また実験⑨では、夜勤スタッフ

全員に装着していただいてデータ収集を行った。 

「場所音声」は、ケアステーションと、脱衣所の棚の上に設置したICレコーダで環境音声

を収集したもので、特定の個人ではなく、共同作業の拠点であるこれらの地点での会話や、

ナースコール音などを広く収集するために、設置させていただいたものである。 

「電話音声」は、ケアステーションと、脱衣所、さらに機械浴室前通路に設置されている

内線電話機の通話音声を収集した物であり、主に実験⑧「入浴介助」における、電話コミ

ュニケーションの実態を把握するために設置させていただいた。 

 

図 3.3.4-12：音声データ収集機器の外観と設置 

2011年10月と2月の2期間にわたって、「ソノラスコート三鷹」で実施したフィールド実験

によって、142時間超の参加者音声、143時間超の電話音声、および98時間超の場所音声を

収集した。例として、図 3.3.4-13に夜間巡回の2回目(11B_SN_DAY4)のマルチトラック音

声データの概要を示す。ここに、「重点分析区間B」、「重点分析区間C」、「申し送り区

間（夕）」、「申し送り区間（夜）」、および「申し送り区間（朝）」も図示した。 
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図 3.3.4-13：夜間巡回実験でのマルチトラック音声データ(11B_SN_DAY4) 

 収集した音声データの内、上述の重点分析区間を中心として、選定した音声データ6．2

万超発話の文字化を実施した。図 3.3.4-14に、夜間巡回時のスタッフ発声の文字化結果例

を示す。ここでは、2名のスタッフが、別の部屋でそれぞれ入居者へのケアしている途中で、

一方のスタッフが電話での忚援依頼を受けた様子が現れている。H24年度からはこうしたデ

ータと、同行観察者の観察メモや、正解動線分析用のビデオを照らし合わせて分析するこ

とによって、これまで明らかとなっていなかったスタッフ間連携の様子の分析する予定で

ある。 

 

図 3.3.4-14：11B_SN_DAY4/重点分析区間 C の同期済み文字化結果(抜粋) 



社会技術研究開発 

研究開発プログラム「問題解決型サービス科学研究開発プログラム」 

平成２３年度 「つぶやき空間」 

研究開発プロジェクト年次報告書 

68 

 

（エ）第2回フィールド実験概要 

 

a) ネットワーク増設 

2012年2月の2回目のフィールド実験では、つぶやきの登録および配信は無線LANを経由

して通信する仕様となっている。ところが、ソノラスコート三鷹の対象としている建屋1~3

階では既設無線LANの電波が届かない場所があった。そこで、今回の実験用に無線LANの

アクセスポイントを増設し実験中の通信を確保した。図 3.3.4-15には対象建屋の平面図に

既設の無線LANと新設の無線LANアクセスポイントを図示したものである。若干部屋のレ

イアウトが異なるものの、1~3階でほぼ共通した仕様である。 

ネットワーク配線の詳細図を図 3.3.4-16に示す。既設のアクセスポイントよりPoE給電ハ

ブを 

 

図 3.3.4-15：新設無線 LAN レイアウト 

 

図 3.3.4-16：ネットワーク配線詳細図 
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通して、新設のアクセスポイント２カ所を新設している。なお、実験中はBluetoothを用い

た位置計測も並行して実施しているため、電波干渉の可能性が尐ない5GHz帯(802.11n/a)

でも通信可能な構成となっている。 

 

 

図 3.3.4-17：夜勤見守りでの 2 人の介護士の動き 
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（オ）夜間見守りの現状把握 

図 3.3.4-17は、2回目の実験での夜間見守りにおける観察結果の例を示している。 

平成24年2月23日の午後11時から行う定期の夜間見守り中の2人の介護スタッフの動きを示

している。青矢印の介護士は312号室、赤矢印の介護士は101号室での見守り巡回中に11時

10分35秒に206号室からのナースコールが警報された後の動線である。2人の介護スタッフ

は、携帯しているPHSでナースコールを発している部屋を確認した後に、階段を使って206

号室に向かっている。 

 青矢印の介護士が一足早く206号室に到着している。赤矢印介護士は11時11分0秒に矢印

の終点位置で、青矢印の介護士が206号室に入る姿を確認し、その後１階に引き返している。 

このケースでは、11時10分35秒にナースコールが警報された時点で、どちらの介護士が対

忚するのかについて相談できれば、赤矢印の介護士が25秒間かけて2階に移動しその後に引

き返すという必要はなかった。 

 つぶやきシステムが連携業務で適用できる可能性を示す事例である。 

 

（カ）施設内での位置測位精度 

 

位置検知データを2つの目的で利用するこ

とを目指している。一つは、音声メッセージ

を必要な利用者に必要なタイミングで配信

することを、利用者の位置情報から行動推定

エンジンで配信することである。もう一つの

目的は、位置検知データとセンサ情報による

行動推定である。つぶやき情報と併せて可視

化して動線評価、負担感評価、業務効率評価

などを複合した空間評価をして、様々な平面

計画や動線計画の病院・介護施設の特性に合

わせて、サービス空間可視化・評価手法を確

立することを目指している。 

a) 実験の概要 

2012年2月21日（月）から24日（木）に都内

の介護施設でつぶやき空間プロジェクトの

フィールド実験を行った。本報では、フィー

ルド実験での位置検知システムによる実験

方法、実験結果を中心に述べることとする。 

3.1位置検知システムの概要 

 実験で採用した位置検知システムは、施設

内に配置したBluetooth発信機（ここでは

「BT発信機」と呼ぶ）と介護スタッフが携

帯するAndroid端末で構成される。BT発信

機は、出力が2.5mWで到達距離が10mのclass2仕様の装置を採用した。BT発信機が発信す

る電波は、介護スタッフが携帯するAndroid端末で受信され、受信した時刻、BT発信機の

図 3.3.4-18：BT 発信機の設置位置 
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ID、電波強度が蓄積される。BT発信機からの電波を検知するには一定時間を要するので、

その時間内に検出された複数の測定データをまとめ

て処理した。 

b) 実験方法 

介護施設内で介護スタッフが作業を行う1階から3階

に、合計104個のBT発信機を設置した。図 3.3.4-18

は、各居室と廊下、2機のエレベータ、エレベータホ

ール、階段などにBT発信機を設置した位置を示して

いる。図 3.3.4-19は、廊下の天井ボードの上にBT発

信機を直接設置しいている状況である。 

 位置検知のフィールド実験の対象は、介護スタッフ

の移動距離が長く作業場所が多いという理由で、夜勤

での見守り巡回作業とした。 

c) 実験結果 

2012年4月23日の23時からの約17分間の見守り巡回で、介護スタッフA氏は80ヶ所、B氏は

70ヶ所の位置検知データを取得した。1ヶ所の位置検知データを取得する平均時間は14.7秒

で、2.75個の位置検知データが測定された。 

 BT発信機の位置検知に対忚した実際の介護スタッフの位置データ(ここでは「正解位置デ

ータ」と呼ぶ)は、現場で撮影したビデオと観察記録を基にして確認した。 

最大電波強度のデータの信頼性が最も高いことを考慮して、1ヶ所で測定された位置検知デ

ータと正解位置データの比較した結果を、3ケースに分類した。 

ケース１：位置検知データの最大電波強度が正解位置データと同じエリアにある 

ケース２：位置検知データが正解位置データとエリア内にある（最大電波強度のデータは

ない） 

ケース３：位置検知の全データが正解位置データのエリア内にない 

図 3.3.4-20にはケース2とケース3の事例を示している。ケース2は313号室が正解位置デー

タだが、最大電波強度の検知位置は隣室の312号室にある。ケース3は、正解位置データは1

階の廊下を移動しているが、最大電波強度の検知位置は2階の廊下にあり、一致していない。 

図 3.3.4-19：BT 発信機の設置状況 

 

  

図 3.3.4-20：位置検知データと正解データが一致しないケース 

位置データと正解データが一致しないケース 
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A氏とB氏の合計150件の位置検知デー

タと正解位置を比較した結果、ケース1

は124件、ケース2は21件、ケース3は5

件であった。ケース2の21件のうち、図 

3.3.4-20 のように隣の部屋または廊下

に最大電波強度が検知されたのは6件、

上下階に最大電波強度が検知されたのは

4件であった。これらの場合は位置検知

データの履歴から正解位置に修正可能だ

が、ケース2の残りの11件のデータは上

下や隣でない位置に位置検知の最大電波

強度が存在しており、正解位置に適切に

修正することが難しい。ケース3のうち2

件はBT発信機の不良が原因で適正な位

置検知データが取得できなかった。 

 介護施設内で介護スタッフの位置検知

のフィールド実験を行い、BT発信機による位置検知データのうち83％が正解位置と一致し

た(図 3.3.4-21)。 

 

（キ）インタビュー（ソノラスコート三鷹における介護の負担感調査） 

 

調査方法 

本調査では、まず東京都内の有料老人ホームソノラスコート三鷹において勤務する現場

介護職員の業務について面接調査し、その後つぶやきシステムを導入して業務に対してど

のように影響したかを調べた。  

 

導入前調査 

調査は、22名の介護職員に対して2011年7月21日～26日に実施した。調査開始に当たって

は、参加者の権利（回答の拒否、個人情報の保護、情報開示）について口頭および文書で

説明し、参加者の自由意思に基づいて同意書を得た。半構造化面接法により、 

1. 個々の介護職員が最も負担を感じている業務は何か 

2. 1.の業務中にどのように他の介護職員と連絡を取り合っているか 

について尋ね、回答に忚じて介護に対する考え方や情報共有のあり方を明らかにする目的

の質問を適宜重ねた。最後に、 

3. 介護職員としてのキャリア 

についても訊いた。調査は、社会調査の専門家1名により実施した。調査に要した時間は30

～45分であった。音声データは録音し、全て書き起こした。書き起こし文に対しては、質

的分析ソフトウェアを用いてシステム利用に関する意識・行動・印象についての似通った

発言をまとめていった。ある程度まとまりができた後、そのまとまり（概念）に命名をし

た。分析の過程で命名された概念を他と比較し、似たものについては同一の概念に統合し

た。全員の分析を数周繰り返して見直し、概念生成・統合を行った結果、新しい概念が生

成されなくなったため理論的飽和に達したと判断した。 

図 3.3.4-21：BT 発信機による位置検知の正解率 
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表 3.3.4-2：生成された概念および発言数 

主概念 下位概念1 下位概念2 発言数

介助 声かけ・入居者とのコミュニケーション・交渉 41

その他介助（更衣・洗面・移動など） 51
外部からの電話対応 6
投薬関連 14
入浴介助 90
食事関連 36
トイレ・排泄介助 25

施設状況に対する認識 施設の形態・形状・入居者状態から発生する問題 43
施設の特殊性 30
他施設の状況 9

スタッフの人数不足 40
ゆとりがない 36

取りうる行動に対する判断 対処の判断基準が確定的なケース 35
対処あるいは記録の判断基準が曖昧になるケース 144

予想外の出来事・予測とのズレ 3
介護に対する態度 介護に対する他のスタッフの姿勢・態度 51

介護に対する自身の姿勢・態度 64
理想と現実のギャップ 理想と現実のギャップ 11
負担感 精神的な辛さ 52

体力的な辛さ 18
介護記録 17

記録方法・項目 134
記録の負荷・困難さ 11

申し送り・ケアカンファレンス 50
作業開始前に知っておく／知っておきたい情報 26
PHSが不通になるケース 8
ナールコール・センサーコールの状況・対処方法 146
他のスタッフの状況に対する認識 63
夜勤の状況 66

夜勤時のスタッフ間連絡方法・状況 177
日勤の状況 40

死角での問題（日勤） 9
日勤時のスタッフ間連絡方法・状況 230

手間のかかる業務 手のかかる入居者・離れられない状況・緊急事態 92
精神疾患 31

リスクへの認識 29
転倒 48

認知症者への対応・認知症者からの反応 107
施設の運営方針 施設の介護理念・運営方針・見守り 76

責任者としての責務 104
工学技術に対する期待 工学技術に対する期待 7

情報共有のあり方・情報共有
に関する業務の状況

 

 

導入後調査 

 

2012年2月21日～24日につぶやきシステムを導入し、質問紙、面接を実施して介護業務へ

の影響を調査した。対象は入浴介助と夜勤とし、2回ずつ日を分けて調査した。いずれも業

務の間に実施したため、介護者の作業の妨げにならないように配慮した。結果として、調

査に十分な時間をかけられなかった。質問紙への回答および面接調査を併せて20分弱であ

った。 
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表 3.3.4-3：負担感と各概念の関係 

主概念 下位概念1 下位概念2 精神的な辛さ 体力的な辛さ

介助 声かけ・入居者とのコミュニケーション・交渉 4 0

その他介助（更衣・洗面・移動など） 1 0
外部からの電話対応 0 0
投薬関連 0 0
入浴介助 5 4
食事関連 1 1
トイレ・排泄介助 0 0

施設状況に対する認識 施設の形態・形状・入居者状態から発生する問題 1 0
施設の特殊性 1 0
他施設の状況 1 0

スタッフの人数不足 1 3
ゆとりがない 7 2

取りうる行動に対する判断 対処の判断基準が確定的なケース 0 0
対処あるいは記録の判断基準が曖昧になるケース 4 2

予想外の出来事・予測とのズレ 0 0
介護に対する態度 介護に対する他のスタッフの姿勢・態度 1 0

介護に対する自身の姿勢・態度 7 2
理想と現実のギャップ 理想と現実のギャップ 2 0

介護記録 0 0
記録方法・項目 2 0
記録の負荷・困難さ 2 0

申し送り・ケアカンファレンス 0 0
作業開始前に知っておく／知っておきたい情報 0 0
PHSが不通になるケース 0 0
ナールコール・センサーコールの状況・対処方法 2 4
他のスタッフの状況に対する認識 0 0
夜勤の状況 4 2

夜勤時のスタッフ間連絡方法・状況 1 0
日勤の状況 0 2

死角での問題（日勤） 0 0
日勤時のスタッフ間連絡方法・状況 0 0

手間のかかる業務 手のかかる入居者・離れられない状況・緊急事態 4 0
精神疾患 15 0

リスクへの認識 3 0
転倒 4 0

認知症者への対応・認知症者からの反応 12 0
施設の運営方針 施設の介護理念・運営方針・見守り 2 1

責任者としての責務 0 0
工学技術に対する期待 工学技術に対する期待 0 0

情報共有のあり方・情報共有
に関する業務の状況

 

質問紙は、システムの使用感と業務への影響について以下の全14問で構成した。 

 

Q1.  他のスタッフが置かれた状況を知ることは 

Q2.  スタッフへの依頼を行うことは 

Q3.  他のスタッフへ質問をすることは 

Q4.  他のスタッフに手助けを頼みたい時に、それを実行することは 

Q5.  手助けが必要な他のスタッフの状況を知ることは 

Q6.  自分が担当する入居者の状態を知ることは 

Q7.  自分の担当外の入居者の状態を知ることは 

Q8.  自分が次にすべき作業を把握することは 

Q9.  つぶやきシステムを介護業務中に操作することは 

 

Q10. つぶやきシステムのイヤホンの着け心地は 

Q11. つぶやきシステムで自分にとって必要ない情報が配信されたことは 

Q12. 他の業務に集中しているときに配信されたことは 

Q13. 会話中に配信されたことは 

Q14. つぶやいた「他人の音声」が、遅れて聞こえてくることが 

1：非常に簡単だった 

2：簡単だった 

3：どちらかと言えば簡単だった 

4：どちらとも言えない 

5：どちらかと言えば難しかった 

6：難しかった 

7：非常に難しかった 

 

1：非常に気になった 

2：気になった 

3：どちらかと言えば 

気になった 

4：どちらとも言えない 

5：どちらかと言えば気に 

ならなかった 

6：気にならなかった 

7：非常に気にならなかった 
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自由記述欄も設け、システムに対する意見を求めた。面接の質問も使用感について問うも

ので、これは質問紙で抜け落ちたことが無いかを調べることを目的とした。 

 

分析結果および考察 

 

導入前調査 

生成された概念および発言数を示したものが表1である。発言からは、「介助」「施設状

況に対する認識」「取りうる行動に対する判断」「介護に対する態度」「理想と現実のギ

ャップ」「負担感」「情報共有のあり方・情報共有に関する業務の状況」「手間のかかる

業務」「施設の運営方針」「工学技術に対する期待」の10概念が抽出された。 

負担感と他の概念との関係を表2に示した。全体的には精神的な負担感について言及され

た発言のほうが、体力的なそれよりも多かった。多くの介護者から負担であると述べられ

たのは、認知症者への対忚やうつなどの精神疾患への対忚であった。 

 

介護者sD：例えば亡くなった人のことを「ここに泊まっているんだけれども、そこに連れ

ていってほしい」と。「もう亡くなっていますよ」とは言えないので、そこら辺難しいと

いうか。 

介護者sF：認知（症の症状）がどんどん進んで、お部屋で薬の管理が自分でできなくなる

とかという方がここのところちょっとふえてきたので 

介護者sG：介助させてくれないんです。暴力。暴力行為があるので。けっこう難しい方で、

うつ病から…。そうですね。うつ病が経過して、そうなったっていうふうに聞いてますけ

ど 

介護者sL：アプローチをしない方じゃなくて、アプローチが多いから、とても大変なんで

す。別に、本当に、自傷…自殺をするとか、そういうことではなく、「わたしはそうなり

そうだから、どうにかしてください」って 
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図 3.3.4-22：質問紙の回答のプロフィール 

その原因となる概念としては、施設全体をカバーするにはスタッフが足りない、あるい

は病欠・入居者の入院対忚等で一時的にスタッフ数が不足することが挙げられる。 

介護者sA：例えば食事のお昼の介助をここで何人、3人とか決まっていますね。ケアダイニ

ングでも食事しますけれど、ケアダイニングに行けなくて食事の介助が必要な方はここで

召し上がっているんです。その介助に今は大体３人ぐらいいますけれども、そのときに、

お昼休みだとＲＬ（別棟）の方が内服に見えたりすると行かなければいけませんよね。こ

こで立ち上がっている方がいて、それは言葉では通じなくて。それで、あとそこのフロア

で召し上がっている方もいるんです。そうすると、その方はもう待てなくて「部屋へ帰る」

とか言って、ついていかなければいけないとか、そういう部分も大きいですよね。そうい

うときの精神的と肉体的な両方の。 

また、介護者としてあるべき理想像が高い介護者ほど現実の制約から上手に対忚できない

もどかしさを感じているケースがあった。 

介護者sH：認知症の方には「これしちゃだめ」とか、「これやっちゃだめ」とか、そうい

うことを、「こうじゃない」とか、あまり。なんて言うんでしょう。ようするに、「だめ」

とかいう言葉を使ってはいけないと思うんですけど 

負担感との関係について直接言及されなかった概念の中では、今、あるいは次にどのよう

な行動を取るのが適切かについての判断を迫られるケースについての発言が注目される。

何をすべきかが定まっているケース（発言数35）に対して、そうではないケースのほう（発

言数147）が圧倒的に多い。同時にナースコールが鳴った場合や、歩行にふらつきのある入

居者のトイレ介助に付き添っている際に別の入居者への対忚が求められるケースなどで、

どのように次の行動を選択するのかが曖昧になっていた。これは、マルチタスク環境下で

同時多発的に割込作業が発生する介護ならではの現象であると考えられる。 
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判断の曖昧性を発生させている原因は、現場の資源（スタッフ数、時間、資金）不足によ

るものと、入居者のその人らしさを支える（person-centered careの）ために不可避的に発

生するものの2つに大別できる。資源不足については、例えば時間帯によっては2名で勤務

する夜勤において3つ同時にナースコールが鳴ったときなど物理的な制約によるケースや、

食事介助や入浴介助のように作業に従事する時間が定められていることによる時間的な制

約により発生するケースがある。本邦で取り入れらているその人らしさを支える介護

person-centered careのために発生する事例としては、 

介護者sG：座っている間は目を離しても「終わったらコールをしてください」と言えば大

丈夫とか、その辺ですよね、微妙に。人それぞれで、その辺を理解してくれる人であれば、

そういうふうに対忚できるけど、それを言ってもわからない人の場合は、その場を丸っき

り離れられないというんですかね、となると、もう1人押している方がどれだけ危険かにも

よるんですけれども 

といったように、その人の状況や能力を見てできることは本人に任せながら介護をしてい

くものがある。その過程では、能力の見極めや、先述した資源不足による周囲の状態など

から、非常に多くの情報を基に総合的に判断することが日常的に行われている。この際に、

介護者として果たすべき役割が曖昧になったり、現実と理想のギャップで葛藤したりする

ことになる。この現象は、役割ストレスの名で知られ、役割ストレスは情緒的損耗感と高

い相関がある[Kahn 64, 藤野01, 佐藤 03]。今回の調査では、判断が曖昧になる場面と精神

的・肉体的負担感の間に直接の言及はあまり見られなかったものの、今後継続して調査を

行うに値するテーマであると考える。介護のサービスとしての特殊性は、長時間に渡るサ

ービスエンカウンターにおいて生じる、どのような行動をするのが適切なのかという判断

に常に晒される点にあると考えるためである。 

 

導入後調査 

図 3.3.4-22に質問紙の回答の平均プロフィールを示した。今回の実地調査では、統計分

析が可能なサイズのデータセットが獲得できなかったため、素点の平均のみを示した。

Q1~Q9とQ10~Q14では、評点の正負が逆方向であるので、Q10~Q14の点数を反転させて

平均を求めた。つぶやきを利用しての情報伝達について評価を求めたQ1~Q9の回答は、入

浴介助時において中位項「どちらとも言えない」を超えていることから、入力操作そのも

のは簡便であったことが分かる。一方、夜勤時はQ2、Q3、Q4、Q8の各項目で中位項をや

や下回っている。 

つぶやきシステムの音声配信機能およびそれの関連項目については、いずれも低い評価で

ある。夜勤時の Q2、Q3、Q4、Q8とも大きく関連する事項として、今回の実地調査ではつ

ぶやきシステムの音声配信に大幅な遅れがあったことがその要因であると考えられる。自

由記述の回答を見ると、 

リアルタイム性が足りない 

届くまでの時差が気になり、何に対する対忚か分からなくなることがある 

もう尐しタイムラグがないと使いやすい 

つぶやいた「他人の音声」が遅れて聞こえることは、いつ話したかがわからないのでどれ

だけ遅れたかわからない 

のように音声遅延に関する回答数が11と、最大であったことからもこのことが読み取れる。

音声関係では、他にも聞き取りづらいことや、システムのコードが邪魔になったことなど
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が回答されていた。システムに大きな瑕疵がある現状では、システムを利用して情報伝達・

共有を図ることができておらず、また積極的に利用しようとする意図も見られない。した

がって、今回の結果は参考程度に止めるのが適切であると考える。 

 なお、質問紙と同時に行った面接においては質問紙の回答を最確認する発言のみがあり、

新規な発見は認められなかった。 

 

（３）仮想フィールド実験 

 

システムの評価、真の課題や潜在ニーズの抽出には、看護・介護現場での実験が有効である。し

かしながら、現場の業務が最優先であり、実験条件の制御・繰り返し実験などは困難である。本プ

ロジェクトでは、システム・業務の評価・改善を行うために、実際の病院・介護施設で行うフィールド

実験、仮想フィールド実験、計算機上で行うモデルベースシミュレーション[平石11]の相補利用を

試みている[崔12]。 

仮想フィールド実験とは、病院や介護施設の典型的な業務を、別構造物で仮想的に再現した仮

想フィールド内で行う実験である。実フィールドでの作業・現象を抽象化し、検証対象を明確にした

実験を行うことができる。また、様々な状況設定、試行、繰返し実験を可能とする。定性的な評価だ

けでなく、動線の距離・残作業時間などの空間効率指標の定量的評価が可能となる。一方で、参

加者の動員とルールの把握、作業を抽象化した際の時間短縮には限界があるため、実験内容と回

数に限りがある。 

平成23年度は、病院・介護施設環境を模した仮想フィールドの構築を目指し、複数回の試行実

験を行った。特にリアルタイムタスク把握と相互連携に必要となるコミュニケーションに焦点を絞って

業務を抽象化した環境を構築した。抽象化した業務では、看護師２人が必要な作業、浴室の空き

状況確認、ナースコール（NC）への対処などで、コミュニケーションが必要となる。仮想フィールド

内で、既存のコミュニケーション手段を利用した場合と、音声つぶやきを利用した場合を仮想フィ

ールドにて実験し、業務効率による比較、参加者のアンケートによる比較を行った。 

 

（ア）仮想フィールド 

 

北陸先端科学技術大学院大学情報科学研究科(Jaist IS)の8階と9階の一部を使用して、仮

想病院・介護施設を再現する（図 3.3.4-23）。仮想病棟は2フロア構造である。9階部分に

は病室が3つ（901、902、903），スタッフステーション（SS、ナースセンター、ナースス

テーションと同義）、リハビリ室（Rehab）、浴室（Bath）、トイレがある。8階部分には

病室が3つ（804、805、806）とトイレがある。図 3.3.4-23の丸は，移動距離測定に用いた

観測地点である。 

患者と接していない間接業務でのコミュニケーション効果を測定するため、直接業務を抽

象化する。まず、患者カードを患者とみなす。患者に行う作業は予め決められており、患

者カードには作業時刻を記入する。つぎに、仮想業務内の直接作業を食事、清拭、体位変

換、リハビリ、入浴、4種のNCとする。表 3.3.4-4に、各作業に必要な時間、患者一人毎に

必要な看護師数、作業中のNC対忚の可否について示す。入浴、NCSC（離床センサに連動

したナースコール）が複数人作業の抽象化、リハビリ・入浴が共有リソースでの作業の抽

象化、NC類が割り込み作業の抽象化に対忚する。 

作業はストップウォッチで時間を計測し、指定時間が経過すると終了とする。食事から始



社会技術研究開発 

研究開発プログラム「問題解決型サービス科学研究開発プログラム」 

平成２３年度 「つぶやき空間」 

研究開発プロジェクト年次報告書 

79 

 

め、残りの作業は任意の順番で開始する。浴室とリハビリ室には定員があり、患者の空き

状況はSSで確認する。患者がリハビリ中は、看護師は患者と一緒にいる必要はない。入浴

は看護師2人作業である。NCが鳴ったら、最優先で対忚する。ただし、患者と一緒に移動

中の場合は、対忚することができない。NCSCは、2人必要な作業であり、他のNCとコール

方法が異なる。他のNCは病室についた時点で、作業内容が判明する。 NCトイレはトイレ

に行き指定時間待機、NCSS作業は、SSに患者を連れて行き、指定時間待機する。 

 

図 3.3.4-23：JAIST 情報棟内に設置された仮想フィールド 

表 3.3.4-4：仮想フィールド実験の作業内容 

NC 〇：ストップウォッチを止めて、NC対忚して良い 

NC ×：NC対忚をしてはならない． 

指定時間が複数の項目はサイコロで決める． 

作業内容 
作業 

場所 
指定時間 

患者1人毎 

必要人数 

NC 

対忚 

食事 病室 
1分, 2分 

1分30秒 
1 ○ 

清拭 病室 1分 1 ○ 

体位変換 病室 1分 1 ○ 

入浴作業 浴室 3分,4分,5分 2 ○ 

リハビリ リハ室 5分,6分,7分 0 － 

患者移動 廊下 － 1 × 

NC SC 病室 1分 2 ○ 

NCトイレ トイレ 20秒 1 × 

NC SS作業 SS 2分 1 × 

NC病室作業 病室 1分 1 ○ 
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（イ）実験内容 

 

まず、仮想フィールドの1フロア(Jaist IS 9F)のみを使用し、以下の３つの実験を行う。 

(1) 対面型実験 

(2) PHS型実験 

(3) ブロードキャスト音声つぶやき型実験 

看護師役は3人とする。患者（カード）は9人とし、各病室に3人ずつ配置する。浴室患者定

員は1人、リハビリ室患者定員は2人とする。一人の患者に複数の作業が予め割り当てられ

ており、各作業が必要な患者人数は、食事4人、入浴5人、リハビリ5人、清拭4人、体位変

換4人とする。NC回数を各実験とも10回とした。NC種類と発生させる状況も条件を揃えた。

事前に練習は行ったが、不慣れによる作業効率低下を考慮し、(1)の実験時間を60分、リハ

ビリと入浴を＋3分とし、(2)と(3)を50分とした。看護師に追従観察者をつけ、部屋の出入

りなど変化が起こった際は、観測地点と時刻の記入（動線チェック）を行う。ビデオ撮影

と音声録音しむだが発生した状況を抽出する。検証項目は、以下の３つである。 

 全体の動線の長さ 

 作業効率上昇に伴い業務時間 

 コミュニケーションが必要な状況が発生した際の対処方法 

つぎに、仮想フィールドの2フロア(Jaist IS 9F, 8F)を使用し、以下の実験を行う。 

(4) 看護師 6人でのブロードキャスト音声つぶやき型実験 

これは看護師3人でのブロードキャスト音声つぶやき≒インカムでは問題ないが、人数が増

加し情報量が増加すると、作業能率が低下するという仮説を検証するための実験である。

患者（カード）は18人とし、各病室に3人ずつ配置する。看護師に担当フロアを割り当て、

担当フロア以外の作業は行わない。浴室患者定員は2人、リハビリ室患者定員は4人とする。

一人の患者に複数の作業が予め割り当てられており、各作業が必要な患者人数は、食事8人、

入浴8人、リハビリ10人、清拭8人、体位変換8人とする。(4)では、NCを16回とし、これ以

外に906号室など、対処しなくてよい架空の部屋のNCを10回折り込んだ。 

 

（ウ）むだ発生状況の再現と仮説 

 

仮想フィールドでは、リハビリ室の空き状況確認など、自然にむだが発生する状況があ

る。これ以外に、仮想フィールドではNCにより、無駄が生じる状況を意図的に作り出す。

NC役は、各部屋のリモート映像（図 3.3.4-25、図 3.3.4-26）の観察、もしくはフロアを巡

回しながら、下記に示す時間差NCとNCSCを無矛盾に鳴らし、問題を再現する。 

時間差NC：浴室作業者が2人のフロアでNCトイレを発生させる。浴室作業以外の看護師

がNCトイレ対忚に行く。患者と一緒に移動するタイミングで、NCを鳴らす。 

・対面・PHS型では、浴室内看護師にはNCの種類が不明なため、浴室内看護師のNCに出

る判断が難しい。つぶやき型は状況把握をしているので判断が可能である。対処したと思

って放置した場合も防止・対処することが可能である。 

・浴室内看護師がNC対処した状況でNCSS（すぐに終わらないNC）が起こると、フォロー

が入らなければ、浴室内作業は長時間止まったままとなる。つぶやきの場合は状況を把握

しているため、スムースにフォローが起こる。 
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NCSC：浴室作業者がいないフロアで、作業者が2人必要なNCSCを行う。NCSCは、1

人目が出た時点でコールが止まる。1人目が出たことは分かるが、すぐに2名が行く必要が

あるため、状況が把握できないと、無駄に人が集まってしまう。 

 

 

図 3.3.4-24：仮想フィールド実験の様子 

 

図 3.3.4-25：部屋観察の様子 

（エ）実験結果 

 

(i) 看護師役参加者の思考 

看護師役の参加者に、実験参加中の思考を報告してもらった。作業中は、残り作業、リ

ハビリに連れていくタイミング、入浴作業を誘うか・誘われるか、NC類に対忚するかを考

えて行動していた。対面型では、他看護師が行っている作業については手段がないため、

考慮しなかった。PHS型の場合、通話先を決める必要があるため、かける相手の判断に迷

いが生じた。つぶやき型では、状況を把握した上で、NCや忚援に忚答するかを考慮してい

た。発話者が名乗らない場合に、発話者を特定する必要もあった。またブロードキャスト

されるため、発話の判断もする必要があった。 

 

(ii) PHS 型、音声つぶやき型の比較 

看護師の移動距離、残り作業時間、待たせ時間、NC対忚時間の計測結果を、図 3.3.4-26

と表 3.3.4-5に示す。各項目の定義は以下の通りである。 

・移動距離：観測地点間の距離で測定。 

・残り作業総時間：残った作業の指定時間。送迎にかかる移動時間も含む。 
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・待たせ時間：閾値（指定作業時間＋記録にかかる時間）を超えた時間。始まっていない

作業は含まれない。患者をリハ室に連れていったのに、空いていなかった。NC対忚で作

業が中断した、浴室内で待っていた、患者移動時間中の会話などで立ち止まったなどで

発生。 

・平均NC対忚時間：ナースコール時刻-病室到着時刻の平均値 

 

図 3.3.4-26：コミュニケーション毎の作業時間比較 

表 3.3.4-5：総移動距離の比較 

 PHS型 つぶやき型 

総移動距離 4178[m] 4105[m] 

 

図 3.3.4-26が示すとおり、ブロードキャスト音声つぶやき型（≒インカム）が優位であ

る結果となった。移動距離（表 3.3.4-5）とNC対忚時間に大きな差がないが、作業が効率

よく行われたことを示している。なお、参考までに対面型（時間時間と作業時間が異なる）

の場合、総残り作業は14.2[分]、総待たせ時間は34.2[分]、平均NC到着時間は1.5[分]、総移

動距離は3820[m]である。PHSは、残り作業の確認、入浴作業の約束、NCSCの二人目の呼

び出しなどに、計13回使用されたが、結果には反映されなかった。 

自然に無駄が発生する状況では、リハビリ室の空き状況確認のため、病室とSSを往復す

る姿が、PHS型では3度、つぶやき型では1度見られたが、対面型では見られなかった。ま

た、情報を共有するために、3人が集まる状況が、対面型では3度、PHS型では2度、つぶや

き型では1度見られた。対面型とPHS型ではリハビリが終了した患者の迎え忘れが多く、待

たせ時間に影響したが、つぶやき型では問合せとフォローがスムースに行われた。 

NCで意図的に無駄を発生させた状況では、NCSCを各実験で2度行ったが、無駄に3人が

集まる状況が、対面型では1度あり、PHS型とつぶやき型では起きなかった。PHS型では2

人目をPHSで相談し、つぶやき型では音声により情報共有が可能であったためである。 

時間差NCを発生させた状況では、対面型、PHS型で無駄が発生した。浴室作業の看護師

がNCSS対忚に行きSSで待機中、浴室作業は1人になった。NCSSのSS待機時間は2分と比

較的に長いため、フォローが入らないと、入浴作業が進まず無駄になる。この際、浴室内

看護師は連絡手段がない、もしくは PHSで連絡をせず、他の看護師も状況に気が付かなか

った。別時間帯での時間差NCでは、PHSで連絡を取り、浴室に代わりの看護師が来たが、

知らせなかったために看護師が戻ってきて3人が無駄に集まってしまった。その結果、作業

時間に影響がでた。つぶやき型ではフォローがスムースに入り、無駄が改善されていた。 
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 つぎに、アンケートとインタビュー結果を示す。アンケート項目は事前調査の評価に

基づき、「実験の慣れ」、「機器使用によるストレスの無さ（機器自体のストレスレス）」、

「連携」、「自分自身が次にすべき業務内容（次はこれをやると良い、NCに対忚するかし

ないかの判断など）の把握」、「一緒にいない他の看護師が行っている業務内容（看護師A

は作業Bに従事している）の把握」、「自分が欲しい情報」とした。 

実験の慣れについては、対面型以降の実験では慣れたとの結果を得た。その他の各項目に

対し、「対面型に比べ、つぶやき型は連携が取れない、やや取れない、ほぼ同じ、やや取

れる、取れる」など、看護師役の参加者に一対比較をお願いした。このとき、評価をそれ

ぞれ1/5,1/3,1,3,5とした。参加者の、コミュニケーション毎の重要度係数を求めた後、幾何

平均を取り評価を統合した。算出された値は相対比較での重要度となる。図 3.3.4-27に、

対面型の値を1とした際のPHS型とつぶやき型の比較図を示す。 

PHS型、つぶやき型ともに、トランシーバを使用しているため、機器のストレスレスに関

しては参考であるが、使わない場合と比べても大きな差はなかった。機器自体のストレス

増加よりも、機器使用に伴い状況把握が可能となったストレス軽減効果の方がはるかに高

い点で、参加者の意見は一致している。その他の項目についても、つぶやき型の効果は高

い。その他、看護師役、追従観察者、NC役。第三者として観察を行っていた参加者からは、

3人程度のブロードキャスト音声つぶやき≒インカム型ならば、仮想フィールド内であれば、

音声情報だけでも、状況把握が容易であるとの意見が出た。 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

PHS型

つぶやき型

better

対面型を

1とした

 

図 3.3.4-27：コミュニケーション比較（アンケート） 

(iii) ブロードキャスト音声つぶやきの作業低下測定 

1フロア看護師3名（実験(3))と2フロア看護師6名+架空NC情報追加実験（実験(4))の比較

結果を表 3.3.4-6に示す。ただし、実験条件が異なるため参考値である。比較のため、2フ

ロア実験の総残り作業時間・総待たせ時間は計測値の半分とした（1フロア換算）。NCの

情報量は実験(4)方が多いため、実験(3)に有利な条件である。一方で、対忚しなければなら

ないNC回数は実験(3)では10回、実験(4)では8回（1フロア換算）と尐ないため、実験(4)が

有利な実験となる。 

総残り作業では大きな差は出なかった。アンケートによると、情報量が増えても、部屋番

号、患者名、声色などで、他のフロアの情報は遮断し影響がないとの意見が参加者全員か

ら出た。一方で、情報量が多く、NCの聞き逃しや、リハビリ状況の問合せなど、情報を聞

き逃す場面もあった。 

NC役や第三者として観察を行っていた参加者からは、状況把握が難しいとの意見も出た。
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配信制御を行わないブロードキャスト型の音声つぶやき（インカムと同等）では、看護・

介護現場のリーダーやインチャージ（現場責任者）が、全体を把握するのは困難であると

予想している。この点を明らかにすることは、今後の課題である。 

 

表 3.3.4-6：実験結果の比較（実験条件が異なるため参考値） 

 
実験(3) 

実験(4) 

(1フロア換算) 

総残り作業 5.5[分] 8.4[分] 

総待たせ時間 19.2[分] 27.3[分] 

平均NC対忚 1.2[分] 1.5[分] 

 

（オ）仮想フィールド実験の今後の課題 

 

看護・介護サービスの仮想フィールド環境を構築し、音声コミュニケーションについての

比較実験を行った。対面型、PHS型、つぶやき型の比較では、定量・定性的につぶやき型

の効果が確認された。 

ブロードキャスト音声つぶやき≒インカムの情報量増加に伴う作業低下測定実験では、作

業効率自体の低下はみられなかった。しかしながら、一部情報を聞き逃すなどの現象が確

認された。これは、ブロードキャスト音声つぶやき≒インカム型の限界だと予想している。

開発中の音声つぶやきシステムでは、音声つぶやきの見直し機能、メモ機能、配信制御、

位置情報などが提供され、対処可能となる予定である。 

音声つぶやきシステムでは、人間の協調作業を円滑化する情報の制御（情報スーパーバ

イザ制御[内平12]）が必要になると予想している。情報スーパバイザ制御の確立に向けて、

人間の情報処理考慮した状況設定を仮想フィールド環境に反映するのが今後の課題である。 

 

3.3.5. H23年度の成果および課題とH24年度の計画 

 

H23年度は，音声つぶやきコミュニケーションシステムのベースとなる部分（ベースシス

テム）を開発し、併行してベースシステムに組み込む各種推定エンジンの第一版の開発を

行った。そのベースシステムを用いて、協力機関である東芝林間病院とソノラスコート三

鷹において試行実験を行い、システムの有効性と課題を抽出した。ここで、実際のフィー

ルド実験を補完するために、仮想フィールド実験の仕組みを開発し、３ラウンドの実験を

実施し、定量的な評価を行った。同時に、仮想フィールド実験を計算機シミュレーション

で再現するためのモデルを構築し、シミュレータの第一版を完成した。 

サービス空間可視化・評価システムに関しては、自生園の実験などをベースにサービス

評価法の雛形を開発するとともに、建物３次元ＣＡＤによる施設内の看護師・介護士の動

線およびつぶやきの可視化システムを開発した。また、介護記録のテキスト分析を行い、

看護・介護記録のテキスト分析による可視化の基本技術を開発した。 

H24年度は，H23年度までの成果に基づき、音声つぶやきコミュニケーションシステムと

サービス空間可視化・評価システムをほぼ完成させ、H25年度に最終的・総合的なフィール

ド試行実験・評価を実施できるレベルにすることを目標とする。 
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具体的には，下記の項目を実施する． 

（A） 音声つぶやきコミュニケーションシステムの開発 

① 状況推定・配信制御エンジンを高度化する。具体的には、Bluetoothを用いた位置

推定エンジン、位置、加速度、業務情報を用いた業務推定エンジン、音声つぶや

きからのキーワード抽出エンジン、位置、業務、キーワードおよび業務情報を用

いた制約充足エンジン、つぶやき分類・配信エンジンを開発し、目標精度（不要

配信率５％以下）を達成するための洗練化を実施する。 

② ベースシステムを洗練化する。具体的には、H23年度のフィールド実験、仮想フィ

ールド実験で抽出できた技術課題（無線の電波状況による遅延など）を解決し、

本格的なフィールド実験に耐えうるシステムを構築する。また、本格的なフィー

ルド実験に必要となる協力機関の既存の情報システム（東芝林間病院、ソノラス

コート三鷹など）とのインタフェースを開発する。 

③ ユースケースの洗練化と新規開拓を行う。具体的には、フィールドの分析および

実験を通じて、既存ユースケース（記録・引継ぎ、メモ・伝言、業務連携）の洗

練化を行うと同時に、新規ユースケース（地域医療介護包括ケア、手術室等）の

調査・開拓を行う。 

④ 抽出されたユースケースの本質をモデル化した仮想フィールド実験環境を構築す

る。また、そのモデルに対して計算機シミュレーションできる環境を構築する。

仮想フィールド実験およびモデルベース計算機シミュレーションの評価結果を状

況推定・配信制御エンジンの設計に反映する。 

（B） サービス空間可視化・評価システムの開発 

① サービス評価手法を確立する。具体的には、Ｈ２３年度の雛形を発展させて、音

声つぶやきコミュニケーションシステムのユーザビリティの評価手法、システム

を使ったアウトカムの評価手法の２つの手法を開発する。 

② サービス可視化ツールを完成させる。具体的には、可視化のためのデータベース

を整備し、建物３次元ＣＡＤによる施設内の看護師・介護士の動線およびつぶや

きの可視化機能を洗練化するとともに、情報システムに蓄積される看護・介護記

録のテキストを分析し、業務の可視化を行うツールを開発する。 

③ サービス評価ツールを開発する。具体的には、サービス評価手法に基づき、実績

に対する動線評価、実績に対する負担感評価、実績に対する業務効率評価を行う

ツールを開発する。 

④ サービス空間設計手法および支援ツールを開発する。具体的には、サービス評価

結果に基づき、サービスを改善するガイドライン（設計指針）を開発する。また、

動線などに関して、モデルベースシミュレーションにより、設計確認を行う支援

ツールを開発する。 

（C） フィールド実験・仮想フィールド実験の実施 

協力機関である東芝林間病院、ソノラスコート三鷹、自生園と仮想フィールド実

験環境および新しく協力を得られる機関でシステムおよび評価・設計手法を試行

評価し、システムおよび手法の有効性を検証するとともに課題を抽出し、システ

ムおよび手法をスパイラルに改善する。 
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3.4. 会議等の活動 

 

年月日 名称 場所 概要 

2011 年 5

月27日 

Ｈ２３年度第１

回ＰＪ全体会議 

東芝 研究開

発センター 

2010年度成果（実施報告書）確認

と今年度の基本方針および全体ス

ケジュール 

2011 年 9

月9日 

Ｈ２３年度第２

回ＰＪ全体会議 

清水建設技術

研究所 

2011年度中間成果報告および試

行評価実験計画の議論 

2012 年 3

月2日 

Ｈ２３年度第３

回ＰＪ全体会議 

北陸先端科学

技術大学院大

学 

2011年度予定成果報告、来年度計

画と最終ゴールイメージ共有、サ

ービスサイエンスにおける位置付

け議論 

 

４．研究開発成果の活用・展開に向けた状況 

 

 H23年度は、協力機関である中規模病院（東芝林間病院）と介護付き有料老人ホーム（ソ

ノラスコート三鷹）において、開発したシステムの一部機能の試行評価を実施した。また、

石川県内の特別養護老人ホームではサービス評価手法を試行した（詳細は３章を参照）。

現時点では試行評価段階であり、多くの課題が抽出できた。これらの課題を解決し、最終

年度における総合的な試行評価で現場での有効性を実証する。 

 

フィールド 期間 試行評価内容 

東芝林間病院 2011年9月 つぶやきシステムの記録機能

の試行評価 

ソノラスコート三鷹 2011年10月、2012年2月 つぶやきシステムの連携機能

の試行評価、介護士の動線取得

とサービス空間評価のデータ

収集 

石川県内特別養護老人ホーム 2011年8月～11月 サービス（負担感）評価手法の

試行評価 

 

５．研究開発実施体制 

 

 看護・介護業務モデリング グループ 

① リーダー： 鳥居 健太郎（東芝 研究開発センター 研究主務） 

② 実施項目： 

・ 看護・介護現場の業務分析 
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・ 看護・介護業務モデリング手法開発 

・ 手法による看護・介護業務記述 

 

 セミアクティブ行動推定 グループ  

① リーダー： 平石邦彦（北陸先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 教授） 

② 実施項目： 

・ セミアクティブ行動推定モデルの定式化 

・ セミアクティブ行動推定エンジンの開発 

 

 音声つぶやきインタラクション グループ 

① リーダー： 知野 哲朗（東芝 研究開発センター 主任研究員） 

② 実施項目： 

 音声メッセージ認識・合成モジュールの開発 

 位置情報検出モジュールの開発 

 行動推定に基づく音声メッセージ配信モジュールの開発 

 各モジュールやエンジンを統合した全体システム開発および試験 

 

 アシスト空間設計方法論 グループ 

① リーダー： 平林 裕治（清水建設 技術研究所 プロジェクトリーダー） 

② 実施項目： 

 アシスト空間の視点での看護・介護現場観察および実験 

 アシスト空間の視点での設計手法の開発 

 

 試行実験・サービス評価グループ 

① リーダー： 杉原 太郎（北陸先端科学技術大学院大学 知識科学研究科 助教） 

② 実施項目： 

 サービス評価手法の開発 

 サービス評価手法に基づく試行実験の評価 
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６．研究開発実施者 

 

研究グループ名：看護・介護業務モデリング 

  氏名 フリガナ 所属 
役職 

（身分） 

担当する 

研究開発実施項

目 

研究参加期間 

開始 終了 

年 月 年 月 

○ 
鳥居 健太

郎 

トリイ 

ケンタロ

ウ 

東芝 研究開

発センター 

 

研究主

務 

全体取りまとめ、

看護・介護業務モ

デル構築 

22 10 25 9 

 内平 直志 
ウチヒラ 

ナオシ 

東芝 研究開

発センター 

 

技監 
看護・介護業務モ

デル構築 
22 10 25 9 

 平林 裕治 

ヒラバヤ

シ ユウ

ジ 

清水建設 技

術研究所 

プロジ

ェクト

リーダ

ー 

看護・介護業務モ

デル構築 
22 10 25 9 

          

 

研究グループ名：音声つぶやきインタラクション 

  氏名 フリガナ 所属 
役職 

（身分） 

担当する 

研究開発実施項

目 

研究参加期間 

開始 終了 

年 月 年 月 

○ 知野 哲朗 
チノ テ

ツロウ 

東芝 研究開

発センター 

 

主任研

究員 

全体取りまとめ、

要求定義、システ

ム統合、音声つぶ

やきインタラク

ション技術開発 

22 10 25 9 

 岩田 憲治 
イワタ 

ケンジ 

東芝 研究開

発センター 

 

主事 
音声認識・合成技

術開発 
22 10 24 3 

 岡本 雄三 
オカモト 

ユウゾウ 

東芝 研究開

発センター 

 

研究主

務 

位置情報技術・情

報アシスト技術

開発 

22 10 23 7 

 内平 直志 
ウチヒラ 

ナオシ 

東芝 研究開

発センター 

 

技監 

要求定義、システ

ム統合、音声つぶ

やきインタラク

ション技術開発 

22 10 25 9 
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研究グループ名：セミアクティブ行動推定       

  氏名 フリガナ 所属 
役職 

（身分） 

担当する 

研究開発実施項

目 

研究参加期間 

開始 終了 

年 月 年 月 

○ 平石 邦彦 
ヒライシ 

クニヒコ 

北陸先端科学

技術大学院大

学 情報科学

研究科 

教授 
全体取りまとめ、

エンジン開発 
22 10 25 9 

 田中 俊明 
タナカ 

トシアキ 

東芝 研究開

発センター 

 

参事 

セミアクティブ

行動推定モデル

の定式化 

22 10 25 9 

 
鳥居 健太

郎 

トリイ 

ケンタロ

ウ 

東芝 研究開

発センター 

 

研究主

務 

セミアクティブ

行動推定モデル

の定式化 

22 10 25 9 

 村上 知子 
ムラカミ 

トモコ 

東芝 研究開

発センター 

 

研究主

務 

セミアクティブ

行動推定モデル

の定式化および

学習機能 

22 10 25 9 

 内平 直志 
ウチヒラ 

ナオシ 

東芝 研究開

発センター 

 

技監 

ミアクティブ行

動推定モデルの

定式化 

22 10 25 9 

          

 

 

研究グループ名：アシスト空間設計方法論       

  氏名 
フリガ

ナ 
所属 

役職 

（身分） 

担当する 

研究開発実施項

目 

研究参加期間 

開始 終了 

年 月 年 月 

○ 平林 裕治 

ヒラバヤ

シ ユウ

ジ 

清水建設 技

術研究所 

プロジ

ェクト

リーダ

ー 

空間サービスの

モデル化 
22 10 25 9 

 青木 滋 
アオキ 

シゲル 

清水建設 技

術研究所 

主任研

究員 
実証実験 22 10 25 9 
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研究グループ名：試行実験・サービス評価       

  氏名 フリガナ 所属 
役職 

（身分） 

担当する 

研究開発実施項

目 

研究参加期間 

開始 終了 

年 月 年 月 

○ 杉原 太郎 
スギハラ 

タロウ 

北陸先端科学

技術大学院大

学 知識科学

研究科 

助教 

グループ取りま

とめ、インタビュ

ー調査 

22 10 25 9 

 藤波 努 
フジナミ 

ツトム 

北陸先端科学

技術大学院大

学 知識科学

研究科 

准教授 

スキルサイエン

ス的評価、ビデオ

観察・分析 

22 10 25 9 

 安藤 昌也 
アンドウ 

マサヤ 
千葉工業大学 准教授 

ユーザエクスペ

リエンス評価 
22 10 25 9 

 三浦 元喜 
ミウラ 

モトキ 
九州工業大学 准教授 

分析用データベ

ース構築 
22 10 25 9 

 門脇 耕三 
カドワキ 

コウゾウ 
明治大学 

専任講

師 

サービス評価に

おける空間機能

観点からの分析 

22 10 25 9 

          

 

７．研究開発成果の発表・発信状況、アウトリーチ活動など 

 

7-1．ワークショップ等 

 

今年度は開催していない。 

 

7-2． 社会に向けた情報発信状況、アウトリーチ活動など 

 

① Ｗｅｂでの情報発信 

本プロジェクトの成果を公表するためのWebページを開設（開設日2011年1

月25日）し、学会発表の情報や資料などを公開、更新している。 

http://www.jaist.ac.jp/ks/mot/JSTservice/index.html 

 

② 学会誌記事 

内平直志，鳥居健太郎，知野哲朗，平林裕治，平石邦彦，杉原太郎：看護・

介護サービスのための時空間を越えたコラボレーション，人間生活工学 

Vol.13, No1, pp.34-37, 2012. 

 

③ シンポジウムやセミナーでの招待講演 

http://www.jaist.ac.jp/ks/mot/JSTservice/index.html
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(1) 内平直志，平林裕治，音声つぶやきによる医療・介護サービス空間にお

けるコミュニケーションの革新，第 3回 SRII(Service Research and 

Innovation Institute) Japan Chapter 勉強会，2011.5.20. 

(2) 内平直志，音声つぶやきによる医療・介護サービス空間のコミュニケー

ション革新，第 2回 問題解決型サービス科学研究開発プログラムフォ

ーラム，2011.10.25. 

(3) 平林裕治，医療・介護サービス空間のコミュニケーション革新プロジェ

クトの目的と関連技術，第 62回 人工知能セミナー「人間中心・現場中

心のサービス工学技術」, 2011.11.18. 

(4) 内平直志，産学連携プロジェクトマネジメントの知識継承手法の検討，

日本 MOT 学会 冬季セミナー，2012.01.25． 

(5) 平林裕治，事業化を想定した研究開発マネジメント，日本 MOT 学会 冬

季セミナー，2012.01.25． 

 

7-3．論文発表（国内誌０件、国際誌０件） 

 

実績なし 

 

7-4．口頭発表（国際学会発表及び主要な国内学会発表） 

 

① 招待講演  （国内会議１件、国際会議０件） 

(1) 内平直志，製造業のサービス事業化の課題と設計支援技術，計測自動制御学

会 関西支部 特別講演会，2012.01.25． 

 

② 口頭講演  （国内会議１１件、国際会議３件） 

(1) N. Uchihira, et.al, Innovation for Service Space Communication by Voice 

Tweets in Nursing and Caring: Concept and Approach in Japanese 

National Project, 20th Annual Frontiers in Service Conference, 2011. 

(2) Sugihara, T., Fujinami, T.: Emerging Triage Support Environment of Care 

with Camera System for Persons with Dementia, The HCI International 

2011 Conference Proceedings, LNCS 6779, 149-158, (2011) 

(3) Fujinami, T., Miura, M., Takatsuka, R. and Sugihara, T.: A Study of Long 

Term Tendencies in Residents' Activities of Daily Living at a Group Home 

for People with Dementia using RFID Slippers, Proc. of the 9th 

International Conference on Smart Homes and Health Telematics (ICOST 

2011), 303-307, (2011) 

(4) 内平ほか、音声つぶやきによる医療・介護サービス空間のコミュニケーショ

ン、第25回人工知能学会全国大会、2011． 

(5) 村上ほか、業務分析のためのトピックモデルを用いた行動推定、第25回人工

知能学会全国大会、2011． 

(6) 杉原ほか、認知症介護支援研究の技術動向分析、第25回人工知能学会全国大

会、2011． 



社会技術研究開発 
研究開発プログラム「問題解決型サービス科学研究開発プログラム」 

平成２３年度 「つぶやき空間」 
研究開発プロジェクト年次報告書 

92 
 

(7) 鳥居ほか、医療・介護サービにおける音声つぶやきコミュニケーションによ
る連携業務のモデル化、日本オペレーションズ・リサーチ学会2011年秋季研
究発表会、2011． 

(8) 内平ほか、研究開発プロジェクトマネジメントの知識継承－サービス分野の
産学連携プロジェクトへの適用－、研究・技術計画学会第２６回年次学術大
会、2011. 

(9) 平林ほか、事業化を想定したサービス研究開発マネジメント―介護業務支援
プロジェクトの事例―、研究・技術計画学会第２６回年次学術大会、2011. 

(10) 平石ほか、看護・介護サービスにおける複雑なプロセスのモデル化にむけて、
電子情報通信学会システム数理と�用研究会、２０１１年１１月． 

(11) 内平ほか、音声つぶやきによる看護・介護の時空間コミュニケーション ～ 
情報スーパバイザ制御の提案 ～、電子情報通信学会システム数理と�用研究
会、２０１２年１月． 

(12) 崔ほか、仮想実験環境を用いた看護・介護サービスにおける音声つぶやきコ
ミュニケーションの評価実験について、電子情報通信学会システム数理と�
用研究会、２０１２年３月． 

(13) 村上ほか、トピックモデルによるセンサ情報からの看護業務の推定、人工知
能学会データ指向構成マイニングとシミュレーション研究会、２０１２年３
月． 

(14) 杉原ほか，認知症介護支援における情報技術のレビュー，第78回ヒューマン
インタフェース学会研究会予稿集，1-8（2011）. 
 

③ ポスター発表（国内会議０件、国際会議０件） 
実績なし 

 
7-5．新聞報道・投稿、受賞等 
 
実績なし 
 
7-6．特許出願  
 

①国内出願（４件）  

 



社会技術研究開発 
研究開発プログラム「問題解決型サービス科学研究開発プログラム」 

平成２３年度 「つぶやき空間」 
研究開発プロジェクト年次報告書 

93 
 

 
 

8．参考文献 

[鳥居11] 鳥居健太郎ほか：「医療・介護サービにおける音声つぶやきコミュニケーション
による連携業務のモデル化」、日本オペレーションズ・リサーチ学会2011年秋季研究発表
会，(2011) 
[平石11] 平石邦彦ほか：「看護・介護サービスにおける複雑なプロセスのモデル化にむけ
て」，信学技報, IEICE-MSS2011-39, pp.35-40, (2011/11/17-18, 山口) 
[松尾99] 松尾太加志：「コミュニケーションの心理学」，ナカニシヤ出版，1999． 
[機械学会06] 日本機械学会編，“機械工学便覧 デザイン編 β６制御システム”  ，日本
機械学会，2006． 
[星野99] 星野桂子, 野寺香織: 「看護業務量と患者分類の試み」, 病院管理, Vol. 36, No. 3, 
pp. 17–26, (1999) 
[石井04] 石井豊恵ほか: 「タイムスタディを円滑に進めるための実践的な諸課題とその対
�」, 看護研究, Vol. 37, Issue 4, pp. 59–72, (2004) 
[村上12] 村上知子ほか:「トピックモデルによるセンサ情報からの看護業務の推定」, 人工
知能学会データ指向構成マイニングとシミュレーション研究会(SIG-DOCMAS), (2012) 
[水流05] 水流, 棟近, 飯塚, 患者状態適�型パスによる標準臨床プロセスの可視化と電子
化, 看護管理, Vol.15 No.11, pp.898-906, 2005 
[Osterweil10] Leon J. Osterweil et al., An Integrated Collection of Tools for 
Continuously Improving the Processes by Which Health Care is Delivered: A Tool 
Report, Lecture Notes in Business Information Processing, vol. 43, 647-653, 2010 
[木村05] 木村他:看護業務のワークフローの調査と標準化の試み, 第25回得医療情報学連合
大会, 2005 
[納谷05] 納谷他:看護業務の自動識別に向けた看護業務フロー分析,第25回得医療情報学連
合大会, 2005 
[Cohen 89] Cohen, M.J.: Sources of satisfaction and stress in nursing home caregiver; 
Preliminary results, Journal of Advanced Nursing, 14(5), 1989. 
[Donabedian 88] The quality of care: How can it be assessed?, The Journal of American 
Medical Association, 260, 1743-1748, 1988 
[藤野 01] 藤野好美：社会福祉従事者のバーンアウトとストレスに関する研究，社会福祉学，
42(1)，137-149，2001． 
[Hare 88]  Hare, J. and Pratt, C.C.: Burnout; Differences between professional and 
paraprofessional nursing staff in acute care and long-term care health facilities, Journal 
of Applied Gerontology, 7(1), 1988. 
[Kahn 64] Kahn, R.L., Wolfe, D.M., Quinn, R.P., Snoek, J.D. and Rosenthal, A.: 



社会技術研究開発 
研究開発プログラム「問題解決型サービス科学研究開発プログラム」 

平成２３年度 「つぶやき空間」 
研究開発プロジェクト年次報告書 

94 
 

Organizational stress: Studies in role conflict and ambiguity, John Wiley, 1964. 
[菊池 2008] 菊池潤，施設系サービスと介護保険制度の持続可能性，季刊・社会保障研究， 
43(4)，pp. 365-379，2008． 
[栗木 2003] 栗木黛子，佐藤芳子，西浦功他，特別養護老人ホームにおける介護職の実務実
態と負担感，人間福祉研究，第6号，pp. 101-119．2003． 
[高田 2010] 高田明美，高齢者介護の現場における介護目標の検討と課題，日本看護研究会
雑誌，Vol.33, No.4, pp.59-71, 2010. 
[厚生労働省 06]  厚生労働省，「介護福祉士のあり方及びその養成プロセスの見直し等に
関する検討会」報告書について，2006 
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/07/s0705-6.html  （accessed 2012-04-16） 
[佐藤 03] 佐藤ゆかり，澁谷久美，中嶋和夫，香川幸次郎：介護福祉士における離職意向と
役割ストレスに関する検討，社会福祉学， 44(1)， 67-78，2003． 
[総務省統計局 12] 総務省統計局：人口推計月報，2012，
http://www.stat.go.jp/data/jinsui/2.htm （accessed 2012-4-10） 
[矢富 95] 矢富直美，川野健治，宇良千秋，中谷陽明．巻田ふき：特別養護老人ホーム痴呆
専用ユニットにおけるストレス， 老年社会科学，17(1)， 30-39，1995． 
[Kahn 64] Kahn, R.L., Wolfe, D.M., Quinn, R.P., Snoek, J.D. and Rosenthal, A.: 
Organizational stress: Studies in role conflict and ambiguity, John Wiley, 1964. 
[藤野01] 藤野好美：社会福祉従事者のバーンアウトとストレスに関する研究，社会福祉学，
42(1)，137-149，2001． 
[佐藤03] 佐藤ゆかり，澁谷久美，中嶋和夫，香川幸次郎：介護福祉士における離職意向と
役割ストレスに関する検討，社会福祉学， 44(1)， 67-78，2003． 
[内平12] 内平直志ほか: 「音声つぶやきによる看護・介護の時空間コミュニケーション－
情報スーパバイザ制御の提案－」, 信学技報, IEICE-MSS2011-54, p.1, (2012/01/26-27,高
知) 
[崔12] 崔舜星ほか:「仮想実験環境を用いた看護・介護サービスにおける音声つぶやきコミ
ュニケーションの評価実験について」，信学技報, Vol.111, No.453, pp.17-22 (2012/3/8-9, 東
京) 
 
 
 


	平成23年度 研究開発実施報告書（公開用）
	平成23年度 研究開発実施報告書（最終提出版）120510
	P93平成23年度 研究開発実施報告書（最終提出版）
	P95平成23年度 研究開発実施報告書（最終提出版）120510

