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health center, a communication robot will be set up so that health center’s users can use it. Finally, the 
interaction between the communication robot and its users will be recorded by rubric evaluation paper. 
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1. はじめに 

 
著者らは，これまで「学校教育環境におけ

る健康相談活動支援システムに関する基礎的

研究」[1]に取り組んできた．同研究において

は，学校教育環境における健康相談活動支援

システム構築に必要となる基礎的事項として，

「携帯端末である iPadを用いた Visual Analog 
Scale（VAS）を応用したアプリの開発」（以下，

VASpad（VAS：あいまいさを許容した比率尺

度による主観評価測定））および「生体信号解

析」について，実際の学校現場や保健センタ

ーでの実証実験も取り入れながら取り組んで

きた[2-9]．その結果，これら二つの指標の複

合体により，対象者（学生生徒）の微妙な感

情を表現できる示唆が得られた． 
したがって，以上の結果を踏まえ，

「VASpad」および「生体信号処理」の二つの

指標について，それらが健康相談支援ツール
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として十分に利用ができるものと著者らは考

えている（図 1）． 
しかしながら，これらの研究の遂行により

発見された課題（データとしての支援の領域

にとどまっていること，測定データの蓄積に

手間がかかることなど），および上記研究遂行

中から現在に至るまでに学校保健を巡る社会

情勢の変化と要請に応える視点（学生の多様

化・精神面での健康支援・生活習慣病の予防

への寄与など）の両面から，いくつかの点を

今後の研究課題として考え，健康相談支援ツ

ールの発展形を着想している（図 2）． 
本報告では，それらの研究課題のうち，「コ

ミュニケーション支援に注目した健康相談支

援ツールの発展と充実」に着目し，特に「コ

ミュニケーションロボットの活用」（学生のコ

ミュニケーション能力の多様化に対応．学生

生徒に対して→コミュニケーション支援，保

健センターの活動に対して：会話記録などに

よる健康相談活動支援）についての具体的な

展開法を提案する．なお，発表当日にはテス

トケースについての報告を考えている． 
 
2. 健康相談支援活動に対するコミュニケ

ーションロボット導入の試み 
 
2.1 コミュニケーションロボットについて 

コミュニケーションロボットの設置の目的と

しては，保健センター（保健室）業務推進の一

助となるか，あるいは来室者のコミュニケーシ

ョン改善につながるかといった点についての基

礎的所見を得ることである． 
また，利用するコミュニケーションロボット

としては，安価に市販されている「OHaNAS」

（オハナス，タカラトミー社製）[10]を試行的

に利用することとした（図 3．以下，本稿では，

商品名「OHaNAS」をコミュニケーションロボ

ットと同意に用いていく）． 
 
2.2 保健センターにおける OHaNAS の導入 

本研究では，学校における健康相談支援活動

の中心となる保健センターの実際の活動中に

OHaNAS を導入することを試みる．すなわち，

保健センターの入り口（付近の机上など）に

OHaNAS を設置し，保健センター職員の利用案

内の下，保健センター利用者に主体的に利用し

てもらうことを意図している． 
ただし，OHaNAS の利用対象者としては，保

健センター利用者のうち，ベッドで休むほど体

調が悪い者・時間が無い者・投薬希望の者・精

神的にかなり不安定な者など，研究参加

（OhaNAS の利用）が難しいと判断された者を

除いた利用者に対して，インフォームド・コン

 
図1 提案済みの健康相談活動支援システム

のイメージ図 

 
図2 今後開発予定の健康相談活動支援シス

テムのイメージ図 

 
図 3 保健センターに設置された OHaNAS
のイメージ 
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セントを行ったうえで，研究参加を了承した者

を OHaNAS 利用の対象者とする． 
なお，本研究におけるインフォームド・コン

セントの続きについては，保健センター利用者

を対象にすることから，保健センター利用者の

心情に配慮し，かつ個人情報保護を考慮するこ

とから，口頭で実施することを考えた．すなわ

ち，研究の目的・個人が特定されないことの保

証・収集データについては研究発表のみに使用

すること，などといった事項を口頭で説明する．

その上で，対象者より，説明した事項について

の同意と協力を口頭で得るとともに，それらの

記録を取ることにより実施していくものである

（また，本研究で採用する手法においては，侵

襲や介入はなく，研究に利用するデータとして

個人情報の収集はない）． 
 
2.3 調査手法 
 
 最初に，研究参加を了承した対象者（保健セ

ンター利用者）に対し，VASpad（図 4）[4][9]
を利用し，「あなたの毎日の生活は充実してい

ますか?」について，主観評価値を測定する．そ

の後，対象者に OHaNAS を主体的に利用しても

らう（利用内容：会話・「OHaNAS をなでる，

さわる」などの操作）．そして，対象者の自己

申告により OHaNAS の利用が完了したと判断

されたら，再び VASpad により「あなたの毎日

の生活は充実していますか?」の主観評価値を測

定する． 
 この間，保健センター職員は利用者を観察し，

ルーブリック評価シート[11]（図 5）より，利用

者の様子を記録する． 
 これらを相当期間（半年ないし一年間）実施

し，保健センター業務推進の一助となるか，あ

るいは来室者のコミュニケーションにつながる

かといった点についての基礎的所見を得るよう

にする．つまり， 
 
 ・VASpad の主観評価値：短期的変化や長期

的変化の有無 
 ・ルーブリック評価シート：利用者内評価・

利用者間評価の相関や変動等 
 ・その他の記録による所見 
 
といった点に着目することを中心に，考察を進

め，知見を得ていくことを考えている． 
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図 5 ルーブリック評価シートのイメージ 
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