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Abstract:
　In this year, we performed three following studies.
　First, we investigated case study handbooks 
and analyzed it about method for operation of 
iPad.
　Next, as a measuring system, we developed an 
experiment system by mean of the screen-tap 
task. Here, the screen-tap task means that the 
subject observes a moving target and taps the 
screen to stop it when the target enters a speci-
fied area on a touch screen. This task showed that 
it was possible for the evaluation of the cognitive 
and motor function in a precedent study. 
　And, we examined error data for 94 subjects (14 
children and 6 persons with developmental disabil-
ities, 22 elderly persons, 52 healthy persons) to 
evaluate the cognitive function, and investigated 
the learning processes.
Finally, we developed a new cognitive training 
game for iOS (iPhone, iPad) and supplied it gener-
ally.

１　はじめに

　高齢者や障害者が暮らしやすいまちづくりにおい
て、視覚や聴覚等によって、その時々の状況や外部
からの情報を理解するという、認知機能に応じた環
境を提供することが望まれる。
　認知機能に関する検査はさまざまなものがある
が、記憶に関する機能を検査するものがほとんどで
あり、ことばを話すことや文字を書くこと、スポー
ツの技能や楽器の演奏、パソコンの入力技術、車の
運動技術などの習熟過程である知覚と運動の協調性
という、日常生活において重要な知覚運動協応の機
能を評価する方法は十分に確立されていない。
　本研究は、特に視覚と運動の協調性に着目した、
簡便で長期的な評価をおこなうことができるタブ
レット端末を用いたシステムを開発し、高齢者や発
達障害児・者などを対象に検査を行った結果を考察
し、高齢者、障害者の日常生活における各種の支援
に対する指標の作成・提案をねらいとするもので
ある。
　本年度は、タブレット端末を用いた測定用システ
ムの検討、開発および被験者実験によるデータ取り
を行った。また、障害児・者向け認知訓練用ゲーム
アプリを企業との協業により開発し、一般に公開
した。
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２　測定用システムの検討

　タブレット端末の実用性について、特別支援教育
現場において多くの学習場面で活用が行われている
米国Apple社製のタブレット端末iPadを用いた活用
事例を検討することとした。

2．1　調査方法

　対象者の学年および障害種別、さらにiPadを使用
し、そのアプリの名称が分かる内容が記載された一
般に公表・配布されている特別支援教育における活
用事例から検討することとした。
　上記の内容を満たしていた４つの事例集（表１）
の中から、アプリを活用した事例を抽出し、使用さ
れていたアプリの構成や操作性について検討した。

2．2　結果・考察

　対象者は、２歳から20歳までの障害児・者72名（男
性48名、女性24名）であった。なお、検討に際して、
対象者を学齢期前、小学部、中学部、高等部、18歳
以上の５つの年齢区分に分けた。
　アプリは、63種類あり162例に用いられており、
文献など１）を参考に使用目的別に分類した。
操作の方法は、年齢が高くなるに連れて複雑な操作
が行えることが分かる（図１）。

　操作する部分の大きさは、年齢が高くなるにつれ
て、小さくなっており、最小で８.7㎜角サイズの範
囲であった。年齢区分で見ると学齢期前では、21.9
㎜角サイズ、障害の種類で見ると病弱・身体虚弱で
は、169.3㎜角サイズが最小であった。また、全ア
プリでの平均は、111.3㎜角サイズであった。

2．3　まとめ

　対象者の年代と障害の種類の分布や、選定者の主
観によるアプリの偏りなどの状況による数字への影
響を踏まえる必要はあるものの、iPadなどのタブ
レット端末における操作性について整理することが
できた。

３　測定用システムの試作と実験

　認知機能を測定するシステムの具体的な知覚運動
課題として、ボタン押し課題２）をベースに、タブレッ
ト端末に対応した被験者実験システムを開発し検査
を行った。

3．1　実験システム

　実験システムは、図２に示したように、市販の
タ ブ レ ッ ト 型 コ ン ピ ュ ー タ（ 東 芝：dynabook 
R822T8HNMS、Intel 1.7GHz、8GB、Windows8、タッ
チパネル付き12.5型HD IPS 液晶ディスプレイ、有
効表示領域275×154㎜）、反応時間測定ソフトウェ
ア、タップ課題測定ソフトウェアで構成される。ま
た、これらのソフトウェアは独自に開発したもので
あり、単純反応時間および誤差データ（ターゲット
を停止させた位置のずれ）、タップ座標データを測
定することができる。

表１　事例集
Table 1　Case study handbooks

図１　年齢区分ごとの操作方法
Fig.1　Operations of the iPad on each age

図２　実験システム（実験の様子）
Fig.2　Experimental apparatus (a scene of the experiment)
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3．2　実験方法

3．2．1　実験課題
　被験者には、ディスプレイ上を一つずつ出現し、
直線上を一定の速度で移動するターゲット（赤い円）
が指定枠内（赤い正方形）にぴったりと収まるよう
にディスプレイをタップして停止させる動作を行わ
せる。
　実験におけるパラメータは、ターゲットの移動の
速度（３段階）、ターゲットの移動の向き（下向き、
上向き、右向き、左向きの４方向）、指定枠が表示
される位置（近方、中央、遠方の３箇所）であり、
これらの値がランダムに選択されるようにした。
　具体的な課題は、通常課題（消滅課題でも遅延課
題でもないもの）、消滅課題（ターゲットが移動の
途中で見えなくなる）、遅延課題（ディスプレイを
タップしてから、ターゲットが止まるまでに一定の
時間遅れがある）の３種類である。 

3．2．2　測定手順
　測定に先立ち、本人もしくは被験者の保護者には、
文書により測定の概要と手順を理解させたうえで、
測定への参加の同意書と視力や利き手などの基本情
報と日常生活に関する調査票に記入させて測定を
行った。また、高齢者については、手段的日常生活
活動尺度、老研式活動能力指標、MMSEの検査を
実施した。なお、本研究は、当研究所の倫理委員会
の承認を得て実施した。

3．3　結果・まとめ

　障害児・者を含む４歳から87歳までの94名に対し
て被験者実験を実施した（表２）。実験の結果、
97.8％（91名）の被験者に対して検査の実施が可能
であったことから、本システムが簡便かつ有効なシ
ステムであることを確認できた。
　また、発達障害児に関して、親子（母・子）15組
と１組の３世代（祖母・母・子）の検査データが取
れたことは、非常に有意義であった。

４　認知訓練用ゲームアプリの開発

　自身の操作とその操作の結果を結びつけることが
困難な重度知的障害を伴う発達障害児・者や重度重
複障害児・者においては、コミュニケーションツー
ルなどを利用する前段階において、操作する意欲を
引き出しつつ認知能力を育て、ひいてはコミュニ
ケーション能力を育てられるツールの要望がある。
　本章の研究では、操作する楽しさを与えることで
機器に対する認知操作訓練となり、機器利用に対す
る意欲や能力を高めることを目的としたアプリを開
発した。

4．1　システム

　図３に示したように、多くの対象者の状況に対応
するために、３つの操作方法（直接タップ、間接タッ
プ、外部スイッチ）に対応した。ディスプレイを直
接触ることが困難な対象者には、スイッチインター
フェイスの利用を可能にし、１個から４個の外部ス
イッチでの操作に対応できるようにした。
　スイッチインターフェイスは、㈱日立ケーイーシ
ステムズ社製「ワイヤレススイッチボックス」およ
び、当研究所で開発された、システムデザイン・ラ
ボ社製「i+Padタッチャー」に対応することとした。
　また、iOS7以降に標準装備となった機能である

「スイッチコントロール」の対応も可能とした。

4．2　アプリの内容

　興味を引き出しながら、認知機能の訓練が行える
製品として、特別支援学校や家庭において活用実績
のあるパソコン用リハビリ・学習ソフト３）や発達
障害児に対して行った研究成果４）をもとに、障害
に合わせて多様な入力方法を有するゲーム性を持た
せた構成とした。

表２　被験者内訳
Table 2　Number of subjects

図３　多様な操作方法
Fig.3　Various operations for iPad
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　なお、他の障害や障害の有無に関わらず操作でき
るようにも配慮した。
　具体的には、水槽内に出現する金魚などをタップ
したりボタンを押したりするだけである。
　ゲームは、２種類のモードを用意した。「かんたん」
モードは、100点満点を目指ものであり、「おたのし
み」モードでは、制限時間内にできるだけたくさん
の金魚や高得点キャラクターを獲得し、高得点を競
うものである。

4．3　まとめ

　本研究の成果は、㈱ユープラス様から「ぽんぽん
わーるどTM 金魚すくい」という名称のiPhone、
iPad用アプリとして、２月14日にApp Storeより無
料版でのダウンロードを開始した（図４）。
　なお、本アプリの詳細については、同社のWeb
サイト５）を中心に情報発信を行っている。

５　おわりに

　当研究所の過去の研究成果６）を活用し、iPadの
操作性を確認し、タブレット端末を用いる上での基
礎となる情報を得た。また、操作に関するガイドラ
インの必要性を提言した７）。
　次に、実験システムを開発し、被験者実験を行っ
た。このシステムの有効性を確認するとともに、基
本的なデータを得ることができた。
　そして、２章、３章の成果を踏まえ、ICT機器へ
の興味を持たせるゲームを企業との協業で開発し商
品化し、日常生活の中でのタブレット端末（iPadな
ど）の利用促進に貢献した。
　また、被験者実験やアプリの提供を通して、多く
の兵庫県民に対する認知機能に関する障害や疾病に
ついての啓発・普及活動および当研究所の活動をア
ピールすることができたものと考える。
　来年度は、要支援・要介護の高齢者に対する検査
を行うとともに、３章の実験結果を精査し、評価シ
ステムの基本となる部分についての学術的な裏付け

を行う。その結果を踏まえて指標作成を行い、シス
テムの開発を行う計画である。また、企業との連携
より販売による普及を行いたい。
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図４　App Storeの画面（リンク先QRコード）
Fig.4　Available on the app store


