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概要： 

超高齢化が進む日本社会では，認知症の人の急増が大きな問題となっている．長寿社会を光輝くものにするた

めには，認知症の人と向き合い，共生する社会システムの設計が必要である．我々は，価値観や情緒ベネフィッ

トなどの心のデザインを中心にした社会知ネットワークを構築して知識モデルを量産する取り組みをしている．

本稿では，認知症に向き合い，心を共有しようとする家族の価値観分析フレームの提案を通じて，超高齢社会に

おいて，家族の心や家族の理解を分析することの重要性について議論したい． 

  

1. はじめに 

高齢化が進んでいると言う社会の現状や実態を我々日本

人は，どれだけ感じ取っているのだろうか．その言葉を耳

にしながら，それを理解していても，おおよそ自分自身の

置かれている状況とはほど遠い世界で起こっている事のよ

うに感じているのではないだろうか．その言葉を自ら口に

しながらも，また，未来の自分自身や次世代の社会に対す

る漠然とした不安があるにも拘わらず，課題解決案や政策

が混沌としており，合理的な提案でさえ欺瞞に満ちて見え

る社会の枠組みの中で，信じる方向性すら見いだせずにい

るのではないだろうか．しかし，聞き飽きた，言い飽きた，

分からない，信じられないではすまされない，超高齢社会

と言う現実が我々の目の前にある． 

一般的に，超高齢社会とは，総人口における 65 歳以上

の人口比が 21%以上の社会を指す（ちなみに，人口比 7%

～14%未満が高齢化社会，人口比 14%～21%未満が高齢社

会と定義されている）[1]．日本の高齢化率は，2007 年に

21％を超え，世界初の超高齢社会となり，現在は 23％を超

えている（ちなみに，アメリカは約 13%，日本の次に多い

ドイツ，イタリアが 20%）[2]．今後も高齢化は進み，2025

年には 30%を超える予測となっている[3]． 

そのような背景において，認知症の人との共生が大きな

社会課題であることは言うまでもない．認知症とは，「一

旦正常に発達した知的能力が持続的に低下し，複数の認知

障害があるために日常生活・社会生活に支障を来すように

なった状態」である[4][5]．2013 年 6 月の厚生労働省の研

究班報告によれば，日本国内の認知症推定高齢者数は 2012

年時点で 462 万人，軽度認知障害（MCI）の推定高齢者数

400 万人と合わせると 862 万人にも上るという[6][7]．65 歳

以上の高齢者のおよそ 4 人に 1 人が認知症，あるいは MCI

という衝撃的な数字だ．単純計算で，今後，65 歳以上の認

知症有病率が変化しないすれば，2025 年にはその数字が

1000 万人を超えることになる．このような環境の中で，

我々ができることは，認知症の人を理解し，尊厳を持って

向き合い，共生することである．このような共生を可能に

するためには，トップダウンに行われる各種の政策や診療

におけるリハビリテーションも重要であるが，私は最も重

要な共生の最小単位は「家族」との生活空間だと考える．

そして，その最小単位から発信される価値観などのコミュ

ニケーションが共生可能な地域の創造に寄与する，と考え

ている．認知症の人と家族が共に生きる姿を社会に還元す

ることが重要なのである． 

我々の研究グループは，心理的精神的便益こそが最も基

本的なニーズであり，マーケターが実現できる究極の差別

化である[8]と考え，価値観成分により説明される社会的

類型（以降，本稿では Societas と呼ぶことにする）と情緒

ベネフィットを中心に据えて，多くの企業が持つ購買履歴，

メール情報，商品やサービスのレビュー，WEB の回遊履

歴，ブログやツィート情報，消費者調査情報など，様々な

データとリンクすることによって得られる関係性を，消費

者の行動を説明するモデルとして量産して行くための研究

をしている [8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]． 

これらの一連の研究の中で，発言者の言語能力[21]や表現

連絡先：谷田泰郎，シナジーマーケティング株式会社 

研究開発グループ， 電話番号： 06-4797-2900，メール

アドレス： tanida.yasuo@synergy101.jp 

 

 



コモンセンス知識と情動研究会（人工知能学会合同研究会 2013） in慶應義塾大学日吉キャンパス, 2013.10.26 

- 2 - 

方法も含めた発言そのものを価値観だと考え，マイクロブ

ログ上の発言から心理的属性である価値観を推定する実験

を行ってきた[9][10][14][16][18]．先行研究では，価値観と

発言者の言語的成分をモデル化し，Twitter のようなテキス

ト情報を証拠にした場合の Societas 推定に関する有効性を

確認している．本稿では，そのようなテキスト-価値観の

関係モデルを認知症の人の家族のブログに適用して，認知

症の家族の心の変化や価値観の変化を記述していくような

フレームを提案する．また，認知症の人やその家族に焦点

を当てた定性調査，定量調査の基礎フレームを構築し，そ

れをボトムアップに利用できるようなプロセス化を進める

ことで，目指すべき共生社会の創造にどのように貢献でき

るのかについて議論したい． 

 

2. 家族の重要性 

認知症に関する問題は認知症の人の状態を正しく把握で

きていないことで発現することが多く，認知症の人の身近

にいる家族が正しく状況を理解して接することで解決する

問題が多い[22][23][24]． 

臨床医学・医療の分野で近年重視されている「エビデン

スに基づく診療（Evidence-based medicine）」の推奨グレー

ド（グレードＡ，Ｂ，Ｃ１，Ｃ２，Ｄの５段階，Ｃ２，Ｄ

は勧められない，Ｃ１で科学的根拠はないが勧められるレ

ベル）における「認知症疾患治療ガイドライン 2010」では

リハビリテーション分野の推奨グレードは概して低く，グ

レードＡは皆無，Ｂに運動療法，その他殆どの治療法がＣ

１である中，家族教育，介護者教育の有効性がグレードＢ

と評価されている[23]．つまり，家族が認知症の人のこと

を正しく理解することの重要性は科学的根拠があると認め

られているのである． 

2.1 BPSDの理解 

認知症の基本症状は，記憶障害，見当識障害，理解・判

断力の低下，実行機能障害などの認知機能障害である．こ

のような認知症の人の意識には常に孤独感があり，ちょっ

とした環境の変化でも不安や孤独感が広がる心理状態にあ

る．周囲の環境の変化に耐えられずに，大声を上げる，暴

力をふるうなどの行動に出てしまうこともある．こうした

BPSD（Behavioral and Psychological Symptoms of dementia）

と呼ばれる行動・心理症状，せん妄と呼ばれる意識障害を

伴う症状の背後には，孤独と不安，恐怖が介在しているこ

とに配慮しなければならない（行動・心理症状とせん妄は

意識の混濁があるかどうかに大きな違いがあり，判別して

対応する必要がある）．認知症の人を家族に持ちその介護

にあたる人は，このような「認知症の人の独特の心理」を

理解することが求められる[4][23]．そもそもの人格も認知

症が原因と思われる人格もすべてをひっくるめて，認知症

の人の人格なのである． 

2.2 意識を支えるもの 

意識は階層関係で表現されることが多い[25][26][27]．

下層には本能的な反応，注意や集中力，その迅速な状況理

解のようなものがあり，上層に行くと，学習的な反応や熟

考，体験記憶や記憶の情報処理，認識，内省，高次遂行機

能，論理思考，自己内省，自己の気づきなどのように自覚

の強さや反応を示すような構造になっている．そして，下

層が壊れると上層はうまく働かず，これらの階層には依存

関係があると言われている．ニューヨーク大学リハビリテ

ーション医学ラスク研究所の「神経心理ピラミッド」を見

てみると，その底辺には神経疲労がある[24]．つまり，神

経疲労，精神的な疲労感の存在は，イライラ感，無気力症

などを生み，注意や集中力，さらに上層の学習や情報処理

などに影響を与えることになる．認知症の人がうつ病など

を併発することが多いのもよく知られているが，家族や周

囲の理解が大きな精神的な支えになるのである． 

2.3 心の共有 

家族は認知症の人と心を共有しようとする．絆を保とう

とする．認知症の人の心は大きく変化していく．家族の心

は小さく変化していく．どちらの立場であっても変化につ

いていくのは難しい．認知症の人は，変化について行けず

に苛立ちや孤独を覚え，そして自身の行動の変化が加速す

る．家族も認知症の人の行動の変化に苛立ちを覚えるかも

しれない，孤独感に苛まれるかもしれない．しかし，認知

症の人はもっと孤独なのだ．孤独の中で，家族にインプリ

マ[26]を見出しているかも知れないのだ． 

人は百人百様である．様々な人がいる．そして，様々な

人間関係がある．それは，認知症の人と家族との関係だけ

ではない．人と人の心の絆，その問題の原点に家族がある． 

3. 価値観フレーム分析の提案 

我々研究グループが Societas のような社会的類型を規定

した理由は，マーケターがターゲティングやセグメンテー

ション，あるいはポジショニングを行う際の消費者像を精

神的心理的な側面や行動から精緻に説明することで，マー
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ケティング施策にインスピレーションを与えるため，また，

Societas，価値観，情緒ベネフィットを核にして社会知ネ

ットワークを構築することで，マーケットに参加する社会

構成員に集合知を還元するため，さらには，心理的精神的

便益に裏打ちされた行動予測モデルを量産し，これらの枠

組みを精緻化していくことで，Societas そのものをマーケ

ットの将来予測を行う際のエージェントの複製元として用

いることも理論上可能となるからである． 

ヒトの持つ潜在的な情報の伝達単位は，ヒトからヒトに

複製されながら変化を続けている．このような情報の伝達

単位はコミュニケーションの伝達単位であり，コミュニケ

ーションを可能にする複雑な脳を持つヒトのような生物に

限定され，動物学的な遺伝子と区別されるコミュニケーシ

ョンにおける自己複製子は，meme（ミーム）と呼ばれる

概念に近いものである[28][29][30]．然しながら，我々の目

的は，脳の中に定住しているミームを確認することではな

く，コミュニケーションの伝達単位を脳の外側で観察でき

る表現型効果，外界での帰結としてとらえ，マーケティン

グコミュニケーションのツールとしての精度を向上させる

ことである（本稿では，価値観の定義の手法についての詳

細は述べない）． 

以降では，通常は企業のマーケティング活動に利用して

いる価値観や Societas と呼んでいる社会的類型に基づいた

分析フレームを認知症の人やその家族に適用することで，

心の絆を構築するための，超高齢社会の中で人々が共生す

るためのインサイトを得るためのプロセスを提案する．こ

の提案は，様々な社会課題に対して，人の心の絆を中心に

した分析フレームを適用するアプローチがインサイト支援

となりうるのかの試金石にもなる． 

 

3.1 Societas（ソシエタス）と価値観 

マーケティング活動における価値観分析には，通常，定

期調査で得られた表１に示す 61 個の価値観成分のうち，

回答者への負荷を考慮して， Societas への情報量が大きい

22 個の価値観成分を利用し，また，価値観の類型として表

２ に 示 す 12 個 の Societas を 利 用 し て い る

[8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]．そして，

解く問題によっては，表３に示す情緒ベネフィットを加え

て再構成し，知識モデル（ベイジアンネットワークにより

表現される確率モデル）を構築している[17]．現状ではこ

の範囲がヒトの心を表す範囲であり，心の模型の部分にな

っている．これらがビッグデータの中心にあり，様々なデ

ータを融合することで社会知ネットワークを構成している．

心の模型を中心にしたネットワークはリンクされたビッグ

データから様々な知識を抽出し，マーケティングにおける

インスピレーションやインサイトを与えることになる． 

表１：価値観成分 

価値観フレーム 成分数 成分の内容（ネーミング）

基本的な性格 11
好奇心旺盛　デリケート　マイペース　協調型　勤

勉　上昇志向　楽観的　短気　達観　ルーズ　理系

ポジティブ価値観 8
自己愛　自己実現　アウトドア　スポーツ　恋愛

趣味　ギャンブル　ひとり時間

ネガティブ価値観 3 否定・批判　非常識　期待はずれ

家族関係 7

結婚願望　不仲　責任感（主婦軸）　責任感（扶養

軸）　良好（別居家族）　不十分　良好（同居家

族）

友人関係 8

ストレス　親友中心　ネットワーク重視　社交的

大人数派　消極的（独身）　仕事人脈中心　ノンス

トレス

仕事に対する価値観 5
満足　ストレス　プライベート重視　キャリアアッ

プ転職願望　堅実

時間に対する価値観 11

ゆとり　余裕がない　充実　仲間優先　家族優先

趣味優先　インドア派　アウトドア派　家事分担

退屈　自己投資

お金に対する価値観 8
ギリギリ　ゆとり　貯蓄志向　家族優先　慎重派

自己投資　堅実生活　常識的  

表２：Societas（価値観成分の社会的類型） 

＃１－１ 受け身な隠者タイプ

＃１－２ 受け身な清閑タイプ

＃２－１ 家族大好き悠々タイプ

＃２－２ 家庭的な真面目タイプ

＃３－１ アウトロータイプ

＃３－２ こだわりインドア派タイプ

＃４－１ 自分中心的なアクティブタイプ

＃４－２ 好奇心旺盛なバランス人間タイプ

＃５－１ 家族想いの多忙ワーカータイプ

＃５－２ 社交的な堅実ホームメーカータイプ

＃６－１ 繊細な個人主義タイプ

＃６－２ 好奇心旺盛な人生謳歌タイプ  

表３：情緒ベネフィット 

エレガントな 技術力の高い 誠実な

オシャレな 限定 先進的な

オリジナル 個性的な 爽やかな

カジュアルな 高級感のある 知的な

クール 若々しい 定番の

シンプルな 充実した 評判のいい

ナチュラルな 女性向けの 満足感のある

ファミリー向けの 上品な 優越感を感じる

ポリシーのある 信頼できる 遊び心のある

ワクワクする 親しみやすい 落ち着いた

安心な 生き生きとした 贅沢な

可愛い
 

 

このような枠組みで様々な問題解決型の知識モデルを量

産しているが，今回適用したいブログに関しての知識モデ

ルは，現在構築方法を検討中であり，まだ存在しない．そ
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こで，本稿では，先行研究[9][10][14][16][18]で構築した

Twitter-Societas モデル（図２：約 2.1 万人分の価値観モデ

ル及び Twitter，Societas の紐づけ調査 1,147 人分により，

教師データを作成して作成した確率モデル）を利用して，

認知症の人の家族のブログに適用を試みた．  

図２：Twitter-Societas（Twitter-価値観）モデル 

 

3.2 ブログにおける家族の価値観分析 

家族は，最初に認知症の人の変化を感じ取った時，認め

られない，あるいは不安を同時に感じるかも知れない．少

なくとも心境の変化が起こる．そして，医師などから告知

を受けた後，その事実に対する拒否反応が起こることもあ

るだろう．また，本人にそのことを認めてもらいたい，と

思ったり，あるいは何とか支えたいと思ったり，様々な思

いで認知症の人と心を共有しようとするだろう．そこには，

人それぞれの多様な思いや心理的な変化，認知症の人との

人間関係が生まれると考えられる．このような心理的な変

化や人間関係の変化を時系列やイベント（気づきの前後や

告知の前後，認知症の人の変化に伴う時系列，あるいは，

変化が起こったタイミングにあった出来事など）で分析し，

記述しておくことが共生のための知識の蓄積になる．もち

ろん，聞き取り調査やインターネットでの発信記録の読み

込みなど定性的なアプローチでの分析は重要だと考えられ

るが，何らかのモデルを定義して定量的に分析し，記述し

ておくことも恣意性の排除や大量文書の処理が可能になる，

と言う点で有効である． 

本稿では，その１例として，「アスタ マニャーナ，ま

た明日」[31]と言うブログを取り上げ，前述の Twitter-

Societas モデルによる推論実験を行った．このブログは，

レビー小体型認知症（幻視とパーキンソン症状が目立つ認

知症）の母親を持つ娘のブログである．かなり過去に父親

も同じ病気で失っていて，その時もブログを更新していた

が一旦閉鎖し，2011 年 2 月に復活して，母の介護などにつ

いてブログに書いている．この間に彼女に起こった最も大

きな出来事は母親の死である．そこで，分析に利用したテ

キストデータ（2011 年 2 月から 2013 年 9 月までのブログ

テキスト）を母親の死以前（2011 年 2 月から 2012 年 1 月

26 日まで）と母親の死以降（2012 年 2 月 2 日から 2013 年

9 月まで）に分け分析を行った．それぞれの文字数は，母

親の死以前のブログが 11 万文字強で，母親の死以降のブ

ログが 7 万文字強である．Twitter-Societas モデルの精度調

査で 1000 ツィート以上が必要との先行研究[16]から類推し

て，統計的モデルモデルに適用するのに十分なテキスト量

と判断した． 

グラフ１は，「アスタ マニャーナ，また明日」のブロ

グテキストから推定した著者の価値観（折れ線が Twitter

発信者の書き込み者一般，棒グラフが母親の死以前の書き

込み及び母の死以降の書き込み）である．推定結果によれ

ば，ブログの著者の性格は，協調性があり，好奇心旺盛で，

自己実現欲求が強く，非常識な事に対して批判的になるよ

うだ．人間関係では親友中心で，仕事に対する満足感があ

る，家族優先に時間を使うなどの傾向が伺える．ストレス

には強い．母親の死の前後での変化としては，協調性，好

奇心の小さな減少，自己愛の大きな減少，親友中心の人間

関係の減少，金銭的・時間的余裕の大きな減少（これはブ

ログを読んでいても感じられた）などが見られる．「自己

愛」という価値観は，いい感じで洋服がコーディネートで

言語的
成分

価値観・Societas・
性別・年代
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きてうれしいとか，料理がうまくできた，誰かにうまくい

ったことを（この料理おいしいねとか，今日の服可愛いね

とか）ほめられたいなどの，少し乙女チックな欲求である．

母の死以前は見られた自己愛の傾向が母の死以降には見ら

れない．母親の死を体験し，彼女の中で明らかに価値観の

優先順位に変化があったのだろう． 

グラフ２：ブログ著者の Societas 推定結果 

0%

5%

10%

15%

20%

25%
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Twitter一般（事前確率）

 

グラフ２に示したのは，ブログの著者の Societas 分布の

推定結果である．Twitter 発信者の平均と比べると，#3-1，

#3-2，#6-1 の傾向が小さく，#4-2 の傾向が大きい．また，

母の死の前後で比べると，#2-2，#4-1，#3-1，#3-2，#6-1

が大きくなり，#4-2，#5-2 が小さくなっている．特に#5-2

の減少が激しい．#5-2 は「社交的な堅実ホームメーカータ

イプ」である．#5-2 をデモグラフィック属性で敢えて言う

と，少し年齢層の高い主婦層の価値観が想定される． 

また，グラフ３にブログ著者の性別，年代の推定結果を

示す．このモデルでは，性別や年代を示す言語的な証拠を

全く利用していない（言語的証拠のすべては価値観に対す

るものである）ため，価値観から見た言語的な表現が，男

性的，女性的，中年的，若年的，壮年的だ，と言う見方に

なる．この推定結果は，ブログ著者の価値観が，母親の死

を体験して，男性っぽく壮年っぽくなったことを示してい

る． 

参考のため，表４にブログから取り出した特徴語を示す．

特徴語は，Twitter の 1000 ツィート以上ある書き込み者約

1,147 人とブログの著者（母親の死を体験する前後で別人

格を想定し 2 人でカウント）を合計 1.149 人分の書き込み

とし，一人の書き込みを 1 ドキュメントとして，TF・IDF

値を求め，その上位 100 語を抽出した．全体的に医療や介

護，薬などの言葉が多いが，母親の死を体験した以降の方

が，「襷」「友達」「仲間」「生き方」「人々」「自然

体」「支える」「死」「決心」「意思」などより社会的，

観念的な言葉が増えているようにも見える． 

グラフ３：ブログ著者の性別・年代推定結果 

 

表４：ブログ著者の特徴語 

 

3.3 定性調査と定量調査 

認知症の人に対する直接的な調査は考慮すべき点が多く，

医療関係者以外での実施は様々なハードルがあり難易度が

高いので，認知症の家族に対する調査から始める予定であ

る．直近，通常の定期価値観調査（2013 年秋）と合わせて，

簡易的にではあるが，認知症や超高齢社会に対する意識調

査を行った．聴取した人数は，5,041 人，聴取した項目は

デモグラフィック属性，価値観項目（10 問 60 選択肢のミ

ニアンケート）に加えて，表５に示す質問項目を聴取した．

但し，残念ながら，まだ調査データを入手しただけで，認

知症や超高齢社会に対してどのような被験者がどのような

母の死以前 母の死以降

認知症、レビ、レビー、レビー小体型認知症 認知症、レビ、レビー、レビー小体型認知症、
レビー小体病、Lewy、アルツ、アルツハイマーお薬、アズノール、エンシュア、オートミール、

オキシコンチン、おじや、オプソ、カロナール、
ピラティス、フェルゼア、リハパン、座薬、経管
栄養

お薬、アリセプト、タクティール、ドパミン、ピラ
ティス、メネシット

医、医師、医療、診療、ANH、AHN、ガイドライ
ン、介護、介護士、訪問、訪問看護、日本認知
症ケア学会、主任、ケアマネ、ソンセンタードケ
ア、患者、在宅、ホーム、ギャッジアップ、すわ
る、フェントステープ、ベッド、車いす、オムツ

医、医師、医療、介護、介護士、インストラク
ター、グリーフケア、ケア、コウノメソッド、ソン
センタードケア、在宅、看取る、高齢、高齢者、
施設、寝たきり、精神医療

幻視、胃ろう、覚醒、骨折、痛み、脳梗塞、治
まる、膵臓ガン、褥瘡、せん妄、パニック、から
だ、おしり、咽、入れ歯、尿

幻視、胃ろう、骨肉腫、嚥下、からだ、前頭、体
幹、頭型

家族・友
人

家族、娘、母、父、夫、ゆみこ、てっちゃん、お
かあさん、こども、町永、河野、らんらん、トラ、
ジュリ

家族、母、父母、父、夫、ゆみこ、猫、中村、大
蔵、石飛

その他

老年、曝睡、町会、柵、才、移乗、メイバラン
ス、ほんとに、ホットク、ブォーン、なあ、ところ
が、つばめ、だいじょうぶ、すこし、このごろ、こ
とば、ケ月、けれど、きずな、がまん、おしるこ、
おしゃべり、うなづく、うつらうつら、あわてる、
JDTA、＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠
＠＠＠＠＠＠＠＠＠、?）

襷、老年、友だち、命、納骨、日内、仲間、走
破、生き方、生きる、人々、神父、終末期、取り
巻く、自然体、死、支える、才、最期、決心、教
会、意志、ゆるり、ほんとに、ほんとうに、フレン
ドシップ、ふたり、フォーラム、なか、なあ、テキ
ストエディット、つながる、タンゴ、だけど、それ
ぞれ、スムージー、すこし、このごろ、ことば、こ
ころ、ケ月、けれど、カラダ、おしゃべり、いろん
な、RUN、iphone、hara、＝＝、??（、

認知症関
連、薬、医
療、介護、
症状
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考えを持っているかなどの分析に着手できていない．今後，

表５の聴取データの分析から始める予定である． 

表５：直近の調査で聴取した項目 

また，そもそも今回の調査は計画的に聴取できていない

ので，どのようなインサイトが得られるか未知数であるが，

少なくとも今後の調査設計への仮説形成には有効であると

思われる．今回の調査結果および認知症の人の家族への定

性調査を基に仮説を生成し，認知症の家族に向けた定量調

査の設計を行いたいと考えている． 

今後，その設計フレームを基に定期的に調査を実施する

枠組みを構築していきたい．図３に提案する枠組みのイメ

ージを示す． 

図３：認知症の家族分析フレームに関する提案 

 

4. おわりに 

我々は，価値観，Societas を共通項として，各種データ

をリンクして大きなネットワーク（社会に還元できる知識

モデルのネットワーク）を構築することで，データの利用

価値を向上させるための取り組みをしている．その取り組

み成果の１つである Twitter-Societas モデルを利用して認

知症の人の家族の価値観分析を行える可能性を示した．本

来ならば，より信頼性の高い Blog-Societas モデルを利用

するべきである．今後，その構築に着手したい．本稿では

触れなかったが，価値観やソシエタス（Societas）を中心

にしたビッグデータからのインサイトを得ることも可能で

あるが，本稿ではこれには触れていない．認知症の人の家

族分析にとって有用なデータを社会知ネットワークに接続

して，認知症の家族の分析フレームの枠組みにその仕組み

を入れることも検討する必要がある． 

また，時間・紙面の都合上，表５に示した調査の分析内

容を提示できなかったが，研究会当日，共有できる機会が

あれば幸いである．今後は，認知症の人の家族の価値観分

析フレームを構築するために，表５の調査内容の他，認知

症の家族に対する定性調査を実施して利用していきたい．

超高齢社会において，認知症の人やその家族が発信する情

報がもっと活き活きとしたものになり，その情報をボトム

アップに利用することが普通になった時，多くの人が躊躇

なく認知症の人とコミュニケーションを取れる環境が実現

できるだろう．家族の心の絆を発信していくことが気持ち

よく人々が共生できる超高齢社会を築くための大きな鍵で

ある，と信じて今後も我々なりの試行を続けて行きたい． 
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