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要旨 

サービスの価値は，受給者の性格や価値観などに基づき判断され，提供内容の均一化によりその品質を平準化することは困難である．ま
た，アンケート等により得られる数値データを単純に用いて，受給者の価値判断に影響する要因を特定することも容易でない．本稿は，
受給者の特性を相対的に分析することにより，受給価値に影響する要因を推定する手法を提案する．提案手法をロボットセラピーの事例

に適用し，その有効性を確認する． 

 

1 序論 
日本の産業構造に占める第三次産業，サービス業は，GDP，従

業員数ともに約 7 割を占める産業にまで成長している．この原
因として，高齢化の進展による医療・介護・福祉分野の伸長等が

挙げられる[1]．しかし，高齢化による労働人口の低下が問題視さ
れており，日本の GDP を向上させるためには，「サービスの生
産性」の向上が必要とされている．一方で，サービスの受給価値

は受給者の性格や価値観などに強く依存するという特徴から，
サービスの生産性向上，特にその付加価値の向上のためには，提
供内容を均一化するのではなく，多様な受給者にそれぞれ合わ

せたサービスを提供可能とする必要がある．しかしながら，アン
ケート等により得られる数値データを単純に用いて，受給者の
価値判断に影響する要因を特定することは容易でなく，それら

を特定する手法は十分に整理されていない． 
本研究では，サービス提供時の多様なデータから受給者の特

性を把握し，それらを相対的に分析することで，価値判断に影響

する要因となる特性を推定し，それらの結果に基づくサービス
改善案の検討を可能とする手法を提案する．  
2 本研究の対象サービスとアプローチ 

 介護サービスにおけるロボットセラピー 

 介護・福祉サービスにおいて提供されるサービス品質は提供者

のスキルや受給者の特性に大きく依存し，品質の安定化が特に難

しい分野である．また，これらのサービスの主な受給者である 65

歳以上の高齢者の 4 人に 1 人が認知症またはその予備軍とされ，

介護者に対する大きな負担を生ぜしめている． 

 一方で，欧米を中心にアニマルセラピーが注目を集めているが，

衛生面への懸念などから日本での普及は進んでいない．これに対

して，柴田らによって，本物の動物の代わりに動物型ロボットを

使用するロボットセラピーが研究されており，その中でもアザラ

シ型ロボット「パロ」は，高齢者に対して使用され，心理的・生

理的・社会的効果があることが確認されている[2]． 

 ロボットセラピーの評価分析に関する既存研究 

 和田らは介護者に対して行ったロボットセラピーの受給者に

関するアンケートを用いてセラピーの評価分析を行った[3]．本研

究ではセラピーの受給者について，年齢，性別，要介護度，認知

症度合い，認知症の症状，家族との連絡回数，ペットの飼育経験，

パロの好き嫌いの項目に関するアンケートをセラピーの前後で

実施し，その回答の割合を分析した．そして，パロへの印象が好

転した事例と周辺症状が改善した事例を確認している． 

 本研究のアプローチ 

 既存研究は，パロによるケアサービスが一定の効果を有するこ

とを検証した一方で，パロへの印象が好転した要因や周辺症状が

改善した要因を特定することはできていない．しかしながらサー

ビスの品質向上のためには，これら受給者の価値判断に影響する

要因を特定する必要がある． 

本研究では，サービスの価値判断に影響する要因の推定を目的

とし，サービスの受給価値と受給者の性格，価値観などの特性と

の関係を明らかにすることを目指す．本研究では，認知症患者の

問題行動の抑制度合いを測るために認知症障害尺度（DBD スケ

ール）を用いる[4]．DBD スケールによって，問題行動がどのくら

い抑制され，健康状態が回復したのかという基準により受給者を

分類する．その基準によって分類した受給者の特性把握のために，

Latent Dirichlet Allocation （LDA）を用いた自由記述アンケートの

分析を行う．最後に，上記によって得られた受給者の特性をペル

ソナと呼ばれる仮想の人物像として表現することにより，受給者

特性の相対的な比較を行い，サービスの価値判断に影響する要因

の推定を可能とする． 

3 サービス品質向上のための価値要因分析手法 

 本稿では，サービス品質向上のための価値要因分析手法を提案

する．本手法では，介護・福祉サービスが提供された際の受給者

の様子や得られた効果に関するデータから受給者が享受した価

値と受給者の特性を把握し，それらを相対的に分析することで受

給価値に影響する要因を推定する．以下では提案手法の具体的な

手順を説明する． 

STEP1: サービス受給者に関わる自由記述アンケートと評価 

 事前準備として，受給者に関するアンケートを行う．具体的に
は，年齢や性別等のプロフィール情報に加えて，行動から特性を

分析するために「サービス実施時の受給者の様子」，心理状態か
ら特性を分析するために「普段の受給者の性格」の項目について
自由記述形式でアンケートを行う．また，サービスの受給価値の

評価基準に認知症行動障害尺度（DBD スケール）を採用する．
DBD スケールは「同じことを何度も何度も尋ねる」などの認知症
に認められる問題行動についての質問 28 項目を各 5 段階で評価

し，点数化する尺度であり，サービス受給前と受給後の合計点を
それぞれ算出する． 

STEP2: サービスの評価によるクラスタリング 

 STEP1 で得た DBD スケールを利用し，サービス受給前と受給
後の合計点を比較する．そして，値が減少した場合は，提供した
サービスに効果があったと定義する．また，数値の変動の程度に

よって受給者を分類し，クラスタリングする．  

STEP3: テキストマイニングによるアンケートの分析 

 STEP2 で作成した各クラスタ毎に，STEP1 で得たアンケート結

果を用いてトピック分析を行う．まず，任意の数のトピックを生
成する．そして，生成されたトピックを特徴づける単語群を意味
解釈し，各トピックの話題を設定する．さらに，それぞれの文章

中の単語が属するトピックの割合を算出することで，話題比率の
分析を行う． 

STEP4: トピックとクラスタの関連付けとペルソナの作成 

 STEP3 の結果を用いて，各クラスタに属する受給者の特性を推
測する．また，その結果を踏まえて各クラスタ毎にペルソナ[5]と
呼ばれる仮想の人物像を作成する．ペルソナには名前や年齢，性

別を記す欄に加え，ライフスタイルや個性，List of Value（LOV）
と呼ばれる価値意識の項目を記述する． 

STEP5: ペルソナの考察と比較 

 STEP4 で作成した各クラスタを表すペルソナを比較し，受給者
特性と受給価値との関係を考察する．サービスの効果が得られた
クラスタのペルソナに特有な性質を受給価値を向上させる要因，

効果が得られなかったクラスタのペルソナに特有な性質を受給
価値を阻害する要因とし，価値判断に影響する要因を推定する． 

4 事例適用 

 事例の概要 

 提案手法をアザラシ型セラピーロボット「パロ」の導入実験に

適用した．本実験は，特別介護老人ホームにおける認知症を患う

高齢者に対して，パロの使用方法や効果を研修した介護者同席の

もと，グループに 1 台のパロを置く形で実施された． 

 事例適用結果 

STEP1: サービス受給者に関わる自由記述アンケートと評価 

 パロによるセラピーを受給した 43 名を対象に，介護者の観察

によって，①「セラピー中の様子」，②「性格や普段の様子につい

て」の自由記述アンケート，受給者のプロフィールについてアン

ケートをとった．以降のステップでは，データの欠損があった受

給者を除く 37 名について分析を行った． 

STEP2: サービスの評価によるクラスタリング 

 サービス受給前と受給後一週間後の DBD スケールを比較した
ところ，最大変化量は±10 であった．変動の度合いによる分析を
行うため，±5 ずつで等分し，結果 4 つのクラスタを作成した． 
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表 1 DBDスケールによるクラスタリング 

 
 以下ではクラスタ 1，2，3，4 をそれぞれ大きく改善，やや改

善，やや悪化，大きく悪化したクラスタとして扱う． 

STEP3: テキストマイニングによるアンケートの分析 

 各クラスタ毎に，受給者の①「セラピー中の様子」，②「性格や
普段の様子」についてのアンケート結果を用いてトピック分析を

行った．生成されたトピックを特徴づける単語から，それらのト
ピックの話題の意味解釈を行い，それぞれの文章内の話題比率を
算出した．例えば，［可愛い，顔，気分，自分，小さい，触る］と

いう単語が抽出されたことから，クラスタ 1 のセラピー中の様子
のトピックの一つとして「パロへの好印象と触れ合い」という話
題を設定した．その分析結果を整理したものを表 2 に示す． 

 

表 2 受給者のセラピー中の様子 

 
STEP4: トピックとクラスタの関連付けとペルソナの作成 

 STEP3 の結果を踏まえて，各クラスタのペルソナを作成した．
ライフスタイルには普段の様子，メモにはセラピー中の様子，個

性にはそれらから分かる心理的特性を記した．その他の項目につ
いては以上の特性に基づき仮定した． 

 図 1 に DBD スケールが大きく改善したクラスタ 1 のペルソナ

を示す．「セラピー中の様子」のトピックは「子供をあやすような
好意的触れ合い」が 47.2%と最も多く，「パロへの好印象と触れ合
い」が 33.3%を占め，「パロの拒絶，悪い印象」は 19.4%であった

ことから，ペルソナの特徴として，子供をあやすように触れ合う
ような好意的感情を持って触れ合うことが多いと記述された．そ
して，その行動の心理的背景である子供を可愛がる性格，パロへ

の好印象が個性として反映された．また，「性格や普段の様子」の
トピックは「歩いて過ごしている」が 47.7%を占め，「コミュニケ
ーションが取れている」と「アクティビティに積極的に参加する」

が 26.2%，26.1%であることから，ライフスタイルとしてアクティ
ビティに積極的に参加すること，コミュニケーションが取れてい
ること，歩いて過ごしていることが多いと記述された．そして，

これらの様子から，積極的・社交的・活発であることが個性とし
て反映された．基本 LOV は以上の特性を基に「楽しい生活をし
たい」，「心ときめかせる感動の生活を送りたい」，「仲良く，心温

まる生活を送りたい」と推測した．また，年齢はクラスタ内の平
均，性別は多数派で設定した．キャリアと家族については，本ア
ンケート内容からの推測が難しいため，空欄とした．本ステップ

では，同様の作業を他クラスタにおいても実行した． 

 
図 1 DBDスケールが大きく改善したペルソナ 

 

STEP5: ペルソナの考察と比較 

 STEP4 で作成した各クラスタのペルソナを比較し，サービスの
効果が得られたペルソナに特有の性質を受給価値を向上させる

要因，効果が得られなかったペルソナに特有の性質を受給価値を
阻害する要因として価値判断に影響する要因を推定した．具体的
には，サービスの効果を特に得られたクラスタ 1 のペルソナに固

有の特性として「子供を可愛がる性格」が表れた．また，「普段か
ら会話が多く，コミュニケーションをよくとっている」はサービ
スの効果を得られたクラスタ 1，2 のペルソナに共通して表れ，

これらを受給価値を向上させる要因と推定した． 

一方で，サービスの効果を特に得られなかったクラスタ 4 のペ
ルソナに固有の特性としては，「パロを物理的に拒もうとする」

が表れた．また，「強い認知症の不穏状態になる」は，サービスの
効果を得られなかったクラスタ 3，4 のペルソナに共通して表れ
た．そのため，これらを受給価値を阻害する要因として推定した． 

「アクティビティへ参加する」や「夜間の行動，介助拒否」に
ついては，サービスの改善効果の度合に関係なく複数のペルソナ
に表れたことから，これらの特性は価値判断に影響する要因では

ないと推定した． 

5 考察 

本稿では，サービス品質向上のため，受給者の価値判断に影響

する要因の推定手法を提案した．事例適用においては，ロボット

セラピーの受給者を対象とし，DBD スケールの改善という効果

を得ることができた受給者とそうでない受給者それぞれの特性

を推定することができた．その結果，実際の介護現場においては，

子供を可愛がるような人や会話の多い人たちに対してパロによ

るセラピーの導入によって効果が得られることが分析できた．ま

た，今回サービスの効果を阻害する特性と推定された強い認知症

の不穏症状がある人たちに対しても，セラピーの方法を検討する

ことで，効果を実現可能である．例えば，パロを物理的に拒もう

とする人に対して，無理に触れ合いを促すのではなく，受給者が

歌うことが好きであればパロと一緒に歌うなどし，パロへの印象

を変えることが考えられる．これらのセラピー方法の改善につい

ては，模擬患者を用いた事前の教育が有効と考えられ，その際に

今回作成したペルソナの性格や価値観を模した模擬患者を用い

ることで，より実践に近い状況での学習が可能となり，高い学習

効果が見込まれる． 

 本手法では，受給者が得たサービスの効果に着目してクラスタ

リングを行い，各クラスタに属する受給者の持つトピック割合の

平均値を算出し分析することで，各クラスタの特性の傾向を把握

することを可能とした．しかし，同一クラスタに属する受給者全

員が同一の特性を持っているとは限らない．実際のアンケート結

果では，例えば DBD スケールが大きく改善したクラスタ内にお

いて，4 人中 3 人はパロとの触れ合い時に好印象であったが，う

ち一人はパロに対して悪いイメージを持っていた．この点を踏ま

え今後は，サービスの効果による各クラスタの中でも，さらに類

似した特性に基づいて受給者を分析することで，より詳細に受給

者特性を抽出することのできる手法の構築を目指す． 

6 結論 

 本稿では，サービス品質を向上させることを目的として，受給
者の価値判断に影響する要因を推定する手法を提案した．その結

果，実際に要因となる受給者特性の推定を支援できた． 
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クラスタ番号 1 2 3 4

DBDの変動 -10~-6 -5~-1 +1~+5 +6~+10

人数 4名 10名 13名 8名

クラスタ トピックの話題（①セラピー中の様子） % トピックの話題（②性格や普段の様子） %

パロへの好印象と触れ合い 33.3 アクテビティに積極的に参加する 26.1

子供をあやすような好意的触れ合い 47.2 歩いて過ごしている 47.7

パロの拒絶，悪い印象 19.4 コミュニケーションは取れている 26.2

薄い反応．やや悪いイメージ 12.3 人と話をするのが好き 25.8

楽しみながら撫でたり見たりの反応 45.7 介助拒否や夜間の行動をする 28.5

パロを可愛いと認識し，楽しんで見る 26.5 やる気や意欲がない 14.0

パロや自分の体について 15.5 声を発したりといった反応をする 31.7

パロに話しかけるも悪い印象 21.5 座って過ごしている 25.1

パロを可愛がる 26.0 アクテビティに参加する 31.7

パロを抱っこして見る 23.7 帰宅願望が強い 19.3

嫌なイメージを持って見る 28.8 大声を出したりうるさくする 23.9

パロとの触れ合いの物理的な拒絶 38.2 夜間の行動や妄想を起こす 24.8

嫌なイメージを持ちながら見ている 25.2 落ち着いて過ごしている 18.7

パロを可愛がる 19.5 歌うことが好き 22.2

話はするが嫌な様子 17.1 食事の拒否や幻覚症状がある 34.3

1

2

3

4

基本LOV名前：トメ

年齢：９２

性別：女性

家族：

ライフスタイル：普段の様子 個性：

キャリア： メモ：セラピー中の様子

画像

普段はアクティビティに積極
的に参加しており，コミュニ
ケーションも取れている．歩
いて過ごしていることが多い．

積極的・社交的
活発
子供を可愛がる
パロへの好印象

 Sense of belonging

（集団・コミュニティへの

所属・帰属意識）

 Self-respect

（自分らしく生きたい）

 Fun and enjoyment in life

（楽しい生活をしたい）

 Excitement

（心ときめかせる感動の生活を

送りたい）

 Security

（安心して元気に生活をしたい）

 Being well respected

（尊敬されたり、認められる生活

をしたい）

 Self-fulfillment

（自分を高める生活をしたい）

 Sense of accomplishment

（達成感のある生活をしたい）

 Warm relationships with others

（仲良く、心温まる生活を送りた

い）

パロとの触れ合い時には子供
をあやすように触れ合うなど，
好意的な感情を持って触れ合
うことが多い．
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