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解 説

東日本震災被災者・支援者等に対するセラピー用アザラシ型
ロボット・パロによる心のケア
Seal Robot PAROs Help Healing Victims of Tsunami and Nuclear Power Plant Accident in Japan

柴 田 崇 徳∗ ∗産業技術総合研究所ヒューマンライフテクノロジー研究部門
Takanori Shibata∗ ∗Human Technology Research Institute, AIST

1. は じ め に

2011年 3月 11日の東日本大震災とその後の福島原発事
故により，多くの被災者が避難した（図 1）．東北地方，首
都圏をはじめ全国の体育館，学校，医療福祉施設内等に避
難所が設置された．最初は，最低限の衣食住の確保が必須
であるが，それらが確保されると，被災の悲しみや集団生
活によるストレス等，心の問題が大きくなる．そのため，過
去の震災時等の経験を基に，震災約 1ヵ月後から避難所等を
セラピー用アザラシ型ロボット「パロ」とともに約 20箇所
訪問し，心のケアを行い大変喜ばれた．しかし，緊急に設
置された一時的な避難所は，徐々に閉鎖されたため，日々，
長期的なパロの活用が困難であった．
そのため，訪問形式ではなく，現場でパロを管理しても
らいながら，毎日利用して喜んでもらえる場所として，被
災地域の高齢者向け施設，支援学校，病院等の既存の施設
や，さらには仮設住宅の 100戸に 1箇所設置されたサポー
トセンターに，国内外の各種団体，企業等から，多くの協
力・支援を得て，パロを導入し，現在も約 80体のパロが，
約 70箇所で喜ばれている．
本稿では，パロとロボット・セラピーとその効果を述べた
後，東日本大震災等の被災者・支援者等への心のケアにつ
いて，避難所の訪問，被災地での長期的活用，仮設住宅街
での活用，被災者と支援者の絆づくり等について述べ，今
後の課題等，最後にまとめる．

2. アザラシ型セラピー用ロボット・パロとそのセラ
ピー効果

人と共存し，ペット動物のように，ふれあいにより楽し
みや安らぎを提供する新しい役割をもつロボットを「メン
タルコミットメントロボット」と称し提案し，93年から研
究開発を進めている．心理実験などの結果から，人から受
け入れられやすいように，あまり身近ではない形態として
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(a) 津波により陸に打ち上げられていた漁船（宮城県塩釜市）

(b) 津波で破壊された街並み（宮城県女川町）

図 1 震災被災地の様子（11年 4月筆者撮影）

図 2 アザラシ型メンタルコミットロボット・パロ

「アザラシ型」を「パロ」と称して，その改良を重ねた（図
2）．一般家庭におけるペット代替と，医療福祉施設でアニ
マル・セラピーを代替する「ロボット・セラピー」の二つ
を目的として，様々な実証実験により，その効果を示した．
（株）知能システムが，パロ関連の知財のライセンスを受
けて，04年にパロの第 8世代を実用化し 05年から販売し
た．その後も，産総研では，社会システムへの浸透と，ロ
ボット・セラピーの更なる発展のために，展示会などでのパ
ロに対する主観評価実験を行ったり，パロを購入したユー
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ザへのアンケート調査を行ったり，実際に利用する医療福
祉施設でのロボット・セラピーの効果に関する臨床実験や事
例調査等を行ったりしている．13年には，ユーザからの意
見や，メンテナンス・サービス記録からのフィードバックに
基づいて改良した第 9世代を実用化した．これまでに，世界
約 30ヵ国で，約 3,000体が販売された．国内では約 60%が
個人名義，約 30%が医療福祉施設名義で利用されている．
海外について，欧州では，デンマークが国家プロジェクト
で評価した結果を踏まえ，09年から 1日のセミナーによる
ライセンス制度とともに，高齢者向け施設等への導入が始
まり，現在までに 70%以上の地方自治体がパロを公的導入
し，様々に活用されている．さらに，スウェーデン，オラン
ダ，ドイツ等の欧州諸国でも同様の制度で導入が始まった．
ドイツの一部の州で，在宅介護の認知症高齢者等向けパロ
の訪問介護が保険適用になり，全土に広がっている．アメリ
カでは，09年に FDA（Food and Drug Administration：
食品医薬品局）がパロを「神経学的セラピー機器・バイオ
フィードバック医療機器」に承認し，同年末から販売が始
まり，パロが活用され始めた [1]．
ロボット・セラピーとして，パロが役立つ場所は，一般
家庭だけではなく，高齢者向け施設，児童向け施設等，ア
ニマル・セラピーと同様に非常に多い．パロのセラピー効
果は，これまでの臨床実験の結果等から，次の三つに分類
できる．
（1）心理的効果（気分の向上，うつの改善，不安の低減，動
機付け，など），
（2）生理的効果（ストレスの低減（尿検査，血液検査，唾液
検査の結果），脳機能の活性化（脳波・脳血流測定の結果），
免疫系の活性化（血液検査の結果），など），
（3）社会的効果（コミュニケーションの開始・活性化，な
ど）がある．
具体的なパロの活用方法として，「アクティビティ」と

「セラピー」に目的を分けた運用方法に分けることができ
る．アクティビティでは，高齢者施設等利用者や病院の入
院患者の気分の向上やコミュニケーションの活性化による
生活の質の向上や，介護者・看護者等の心労の低減等を目
的に，グループでパロとのふれあいを楽しむ等の方法であ
る．セラピーでは，特定の人に対して，症状の緩和・抑制
や機能訓練等の目的を持ってセラピスト等が積極的にパロ
を活用する方法で，認知症高齢者の周辺症状の緩和・抑制，
うつ・不安等の患者の気分の向上，自閉症やダウン症等の
発達障害者のコミュニケーション能力の訓練，言語機能障
害者の発話訓練，脳梗塞後のリハビリ時の動機付け等があ
る．特にセラピーでの活用には，セラピスト等への「研修」
が重要である．

図 3 避難所の数の推移（内閣府（防災担当）HPより）

3. 避難所でのパロによる心のケアのための訪問活動

東日本大震災とその後の福島原発事故により，多くの被
災者が避難したため，東北地方，首都圏をはじめ，全国に
体育館，学校，医療福祉施設内等に避難所が設置された（図
3）．今回の震災では，地震と津波を主な原因とする避難と，
地震と津波に加えて原発事故による放射能汚染を原因とす
る避難で，大きな違いがあった．前者は，岩手県，宮城県，
茨城県等の沿岸部の方々で，後者は主に福島県の方々であっ
た．前者は，主に地元を中心に避難所に避難されたが，後
者は全国各地の避難所に避難された．前者に関しては，発
災約 1週間後をピークに，避難所が徐々に集約され，閉鎖
され始めた．後者に関しては，3月 12日から 14日にかけ
て避難が始まり，各地を転々とする傾向があり，そのため，
発災から 2ヵ月めをピークとして，その後，徐々に集約・閉
鎖された．ただ，いずれの避難所でも，自宅や地域に被害
を受けた人々は．帰ることができなかったため，仮設住宅や
借上げ住宅等を待ってから，引っ越しをする必要があった．
避難所においては，最初は衣食住の確保が必須であるが，
時間とともに，それらが確保されると，被災による悲しみ
や集団生活のストレス等，心の問題が大きくなってくる．家
族の安否が気になったり，将来のことが見えなかったりし
たため，多くの方が不安やうつになった．見知らぬ人々との
集団生活で，会話がなく，プライバシーもない生活は大き
なストレスであった．また余震の際には，本震時を連想し，
大きな恐怖があった．認知症高齢者は環境の変化に適応で
きず，症状が悪化し，外出後に避難所に戻ることができず
凍死した方もいた．また，支援者も被災者に対して，話し
かけにくい等の問題がある．さらに，ほとんどの避難所は，
ペットを室内に入れることを禁止していたため，外に止め
た車で飼育する人がいた．
パロによる被災者等の心のケアに関しては，05年福岡県
西方沖地震と 07年新潟県中越沖地震の際に，避難所をパ
ロが訪問し，被災者や支援者から非常に喜ばれていた．ま
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た，在ウクライナ日本大使館により，チェルノブイリ原発
事故による白血病等の長期入院の子供たちに対して，パロ
による心のケアを実施していただいていた．
これらの過去の経験を基に，東日本大震災等の被災者や
支援者の心のケアのためにパロを活用するため，震災直後
から，避難所の設置状況を調査し，その設置団体の都道府
県，運営団体の地方自治体，管理団体の社会福祉協議会等
とコンタクトを取り始めた．これは，避難所を訪問し，パ
ロによる被災者と支援者の心のケアを実施するためには，
おのおのから許可を得る必要があるためであった．最初に，
被災者の避難所での生活がある程度安定し始めた発災約 1ヵ
月後から，茨城県つくば市に設置された避難所をパロとと
もに訪問し心のケアの活動を行った．当初，現場の管理者
が，パロのことをよく知らなかったこともあり，1時間程
度の訪問の許可は得られたが，継続的な利用は，管理責任
が持てないと，非常に否定的であった．
しかし，実際にパロと被災者がふれあいを始めたところ，
被災者に笑顔が戻り，会話が増えた．また，青年会議所等
からの支援者等も，これまで被災者との会話がまったくな
く，食事の準備が完了したこと等の用件の伝言の折にしか
声掛けができていなかった．しかし，パロを介して被災者
と徐々に自然な会話ができるようになり，お互いの理解が
できるようになり，大変喜ばれた．例えば，筆者に対して
も，被災者が自ら漁師であることや，被災したときの状況
として，首まで海水につかりながら，生き延びることがで
きた等，こちらからは質問ができないことを自然な会話と
して，お話しをしていただけた．これらの状況を観察して
いた避難所の管理者は，避難所の受付前で，自らパロの管
理・運用を行い，被災者と支援者等に継続して喜んでもら
えるようにしたいと申し出をいただき，結果として，4月
7日から 17日まで，避難所が閉鎖されるまで 11日間，パ
ロを自ら管理して活用していただいた（図 4）．
避難所を訪問する際には，先述したように，避難所を設
置・運営する都県，市町村，現場で管理する社会福祉協議会
等から許可を得る必要があり，準備に時間と労力がかかっ
た．そのため，パロの工房があり福島県南相馬市を支援し
ていた富山県南砺市（約 200年前の東北飢饉後に，南砺市
から南相馬市に多くの人々を移民させ，今でも縁戚関係が
多いため），パロの販売代理を行っている大和ハウス社，パ
ロの共同研究を行っている首都大学東京，児童心理に関し
て共同研究を行っている米国・コロンビア大学等に協力を
依頼した．その結果，首都圏と東北地方で各種手続きを並
行して進めることができ，約 20箇所の避難所を訪問した
（図 5）．
ただ，パロを預けて毎日，長期的に活用しようとする場
合には，避難所は徐々に閉鎖される点と，管理者が毎日替わ
る等，現場での管理の点で問題があり，実現したのは，ほと

(a) 笑顔になる被災者 (b) 支援者も容易に被災者と会話

(c) 被災者の体操に招かれたパロ (d) 車で犬を飼う被災者

(e) 避難所閉鎖日の最後のメッセージボード

図 4 避難所でのパロと人々の様子（11年 4月 7日から 17日，
茨城県つくば市洞峰公園体育館）

んどは短期的な訪問のみであった．保健所や高齢者向け施
設のような既存の施設が避難所になっている場合には，パ
ロを預かって，活用してもらうことができた．
さらに，11年 6月の時点では，福島原発から 50マイル

（約 80 [km]）圏内には，放射能汚染の問題のため，米国政府
により米国人が立入ることが禁止されていたため，福島県本
宮市の避難所等には，アメリカからの訪問は困難であった．

4. 医療福祉施設，学校，仮設住宅等での長期的なパ
ロによる心のケア

避難所で非常に多くの人々からパロが喜ばれたため，長
期的な心のケアを目的に，大和ハウス社が CSR活動とし
て，11年 6月から岩手県，宮城県，福島県の高齢者向け施
設や仮設住宅のサポートセンターに 62体のパロの長期的な
無償貸し出しを行ってもらえることになった [2]．各都道府
県の関係部署の協力を得て，貸出先の希望を募ったところ，
非常に多くの施設から希望があり，62体では足りなかった
ため，津波の被害があった沿岸部を優先して，パロを活用
してもらうことにした．被災地域では，交通機関がまだ十
分に整備されていない中，一箇所ずつ，パロを持って行っ
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(a) 東京都足立区東京武道館

(b) 神奈川県横浜市たきがしら会館

(c) 横浜市介護老人保健施設（避難所として被災者高齢者を受入れ）

(d) 福島県いわき市アリオス会館（漁師さんとパロ）

図 5 各地域の避難所でのパロによる心のケアの様子

てもらい，期待される効果，使い方の説明等を丁寧に行っ
ていただいた．
また，産総研からも支援学校，病院，学校等，主に子供
向け施設等と，仮設住宅街に，約 10体のパロの貸出を行
い，それぞれ訪問した．
厚生労働省所管のテクノエイド協会は，11年度，12年
度に東日本大震災の被災地の復興支援の一環として，東北
地方の関係機関（大学，研究機関，社会福祉法人，自治体

図 6 宮城県石巻市の特別養護老人ホームにおいて，定員を超
えて被災した別の施設から高齢者と介護者を受入れ食堂
でケアをする様子（左）と，パロと一緒に寝ることが好
きな高齢者

等）を中心として，介護ロボット等の実用化支援のための
モデル的な展開を行い，特に，岩手県，宮城県および福島
県の介護・実習普及センターの協力を得て，体験型意見交
換会でパロのご紹介や，地域内高齢者向け施設での体験導
入等を行っていただいた．13年度は，東北を含む全国 9箇
所で実施されている．
12年には，アメリカ・シカゴ日本商工会議所（JCCC）
から 6体のパロを東北 3県の 6箇所の施設等へ寄贈してい
ただいた．JCCCは，震災後に基金を作り，シカゴ周辺の
日系企業 500社以上から集まった支援金を，まず日本赤十
字社に対して 1億円以上を寄付したが，どこで何に活用さ
れたのか，まったくフィードバックがなかったこともあり，
次には形が見える直接的な支援で，かつ長期的に喜ばれる
方法を模索する中，パロによる心のケアが非常に効果的で
あること，また長期的に活用されることで，パロをきっか
けに，アメリカから被災地を訪問することができるように
なること等を目的に実施された．その後，実際に，シカゴ
やインディアナ等から，寄贈された施設への訪問も実現し
た（図 11）．
これまでに，合わせて約 80体，約 70箇所の医療福祉施
設で被災者・支援者等の心のケアで活用している．
現場の様子としては，例えば，特別養護老人ホームの定
員が 100名のところ，津波の被害にあった別の施設から約
50名を受け入れ，食堂等にベッドを入れて収容しているよ
うな場所が多かった（図 7）．不安があって眠れない人がい
たり，認知症高齢者で帰宅願望から施設の外へ出ようとす
る人がいたりしたが，パロとふれあうと，笑顔で気分が良
くなり，ゆっくり眠れたり，落ち着いてその場にいられた
り等，被災者でもある介護者の負担も大幅に軽減した（図
6, 7）．
仮設住宅に関しては，地域により設置状況に違いがある
ため，入居時期・条件の違いから，コミュニティの形成に
大きな違いがあった．筆者は，宮城県気仙沼市の運動場に
設置された仮設住宅を 11年 11月初旬にパロとともに訪問
した．NPO団体によるイモ煮会が開催され，その折にパ
ロとふれあっていただく企画であった（図 8）．
仮設住宅群は，大きく三つのグループがあり，最初に設
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図 7 宮城県仙台市に設置された仮設グループホームで認知症
高齢者がパロとふれあう様子．津波により，施設が被災
し，利用者も介護者も約半数が亡くなった

(a) 運動場に建設された仮設住宅

(b) イモ煮の出来上がりを待つ子供達

図 8 仮設住宅街でのイモ煮会イベントの様子（宮城県気仙沼市）

置されたグループは，子供がいる家族が優先されて入居し
ていたが，最後のグループは何度かの抽選にもれてから最
終的に決まった人々で，高齢者が多かった．前者は，比較
的活気があり，すでにグループ内で自治会を形成していた．
イモ煮の準備の段階から，多くの参加者が集まり，協力し
て準備を行い，イモ煮が料理され，人々に振る舞われた．そ
の間，子供から高齢者にまで，多くの方がパロとふれあい，
会話を増やして，新たな人間関係の構築に役立っていた．
一方，最後に設置されたグループでは，パロは喜ばれて
いたものの，高齢者が多く，イモ煮会への参加者が少なく，
活気が少なかった．これまで住人同士が，話をする機会が
ほとんどなく，イモ煮会とパロとのふれあいで初めて会話
をした人たちが多かった．そのため，仮設住宅においては，
パロに限らず様々なイベント等を通して，住人同士がお互
いを知り合い，新たな人間関係とコミュニティを構築して
いくことが重要であることが明らかになった．
時間経過の観点として，震災から 3年近くが経った現在

(a) 津波の被害を受け 54 名が亡くなり，当時のままの特別養護老人
ホーム・さんりくの園（12 年 11 月時），その後取り壊された

(b) 仮設グループホームでパロとふれあう入所者と，シカゴから現地を
訪問された JCCC理事・眞銅氏（JETROシカゴ所長当時：中央）

図9 JCCCから寄贈されたパロの様子（岩手県大船渡市三陸町）

は，都市部では復興が進み，活気を取り戻しているが，沿
岸部の小さな街の地域では，がれきが片付いた程度で，復
興はほとんど進んでおらず，その今後の方針が少し決まっ
てきた程度である．シカゴの JCCC からパロを寄贈して
いただいた，大船渡市三陸町の特別養護老人ホームの「さ
んりくの園」では，津波により，54名の死者・行方不明者
の被害があった（図 9）．明治時代の津波の到達点よりも高
い位置に設置されたものの，今回は，それ以上の大きな津
波のために，大きな被害になった．12年 11月に，被災し
た建物の取り壊しが始まったものの，今後の再建の目途は
立っていなかった．施設を運営していた社会福祉法人では，
もしも介護者等の職員を解雇してしまうと，新たな職が地
域にはないため，他の地域に引っ越してしまう可能性が高
く，再建後に介護者等を募集しても人を集めることが困難
であると判断していた．そのため，高台にあった元ホテル
を改装してデイ・サービスや訪問介護等を継続したり，仮
設のグループホームを立ち上げたりすることで，人を解雇
せずに，組織を維持していた．JCCCから寄贈されたパロ
は，大変，喜ばれていた．
12年 9月から 13年 11月までに，「パロによるロボット・
セラピー研究会」を 4回開催し，その際に毎回，東北地方
から 1件ずつのご講演をいただき，被災地支援としてのパ
ロの様子をご発表いただいた．図 10に，それらの一部を
紹介する．
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(a) 特別養護老人ホーム・清和苑（岩手県）：認知症の方が，パロとの
ふれあいによる動機づけにより，経鼻経管栄養の人が自己抜去を
しなくなり，経口摂取が可能になった事例（第 1回パロによるロ
ボット・セラピー研究会抄録集より）

(b) 介護老人保健施設・ほほえみの里（岩手県）：東日本大震災の避難
経験があり当時大規模避難所で人々の話を聞き入れず，瓦礫のあ
る町を歩き回り，周囲の人々からわがままで危険な高齢者として
認識され介護老人保健施設に長期入所に至った．帰宅願望や力が
強く，対応する職員が殴られることが毎日見られていた．訴える
言葉は「早く家に帰せ．一人で生活できるから大丈夫だ．」を繰り
返していた．そんな中パロを胸に抱かせてみると「私もネコを飼っ
ていた．白くてかわいい」と唇をつけ強く抱きしめている．他の
利用者にパロを紹介してあげるように施設内を歩いている．パロ
活用前は終始スタッフのあとを追いかけ外に出ようと暴れる頻度
が，毎日数回見られていたが，パロの活用後は週に数回に減少し
てきている（第 2回パロによるロボット・セラピー研究会抄録集
より）

河北新報平成 23 年 8 月 17 日朝刊
(c) 葉山デイサービスセンター（宮城県）：10 人めの職員であるパロ
のために，利用者さんが自発的に編み物を再開し作った帽子とと
もに（第 3 回パロによるロボット・セラピー研究会抄録集より）

(d) 多賀城小学校（宮城県）：パロは，子どもたちを笑顔にし，大震災
後の心のケアに有効な働きかけを可能にした．また，パロは，発
達障害等の課題をもつ子どもたちに，心を開くきっかけをつくる
可能性を感じることができた（第 4回パロによるロボット・セラ
ピー研究会抄録集より）

図 10 被災地で活用されているパロについて，第 1回から 4回の「パロによるロボッ
ト・セラピー研究会」で発表された内容の一部

5. ま と め

筆者は，ペット代替とアニマル・セラピー代替を目的に，
アザラシ型ロボット・パロの研究開発を行ってきた．東日
本大震災の際には，当初は避難所での被災者や支援者等の
心のケアを目的に，多くの団体・企業等の協力を得て，パ
ロとの訪問を行い，笑顔や会話を引き出し，人々の新たな
関係作りに貢献した．また，長期的な支援として，医療福
祉施設，学校，仮設住宅等において，約 80体のパロで現在
も被災者等に喜んでいただいている．また，現場の支援者
等やパロの導入にかかわった方々にも喜んでいただいてい
る．パロが被災地にあることにより，地域外から被災地に
対して貢献したい人々にとって，現地を訪問するきっかけ

としても役立っている（図 11）．
今後，このような自然災害の機会がないことを望むもの
の，パロがよりスムースに導入されて，早期から活用され
るためには，現場での受入れにおける理解と，運用方法が
重要である．産総研では，これまでに運用マニュアルを作
成しており，アップデートを重ねながら，将来の緊急時に
備えたい．
これらの活動は，被災者を被験者とした学術的な研究で
はないため，パロの導入の効果等の客観的な評価を行うこ
とを目的とはしていない．現場での調査を重ねて，できる
だけ記録を残すことで，将来に活用できる情報とし，社会
に貢献できれば幸いである．また，この場を借りて，大き
なご支援をいただいた方々に深謝する．
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図 11 JCCC からパロが寄贈された福島県白河総合厚生病院
へ，米国インディアナ州立大学からの訪問（米国人，韓
国人，台湾人）（12年 6月）：原発近隣にある双葉厚生
病院から医師・看護師等を約 40名と多くの患者も受け
入れている．白河市には，双葉町の仮設住宅があり，訪
問看護等の際にもパロを活用
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