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要　旨
スマートデバイスが提供する優れた端末操作性を、ユニファイドコミュニケーションと密結合させたシステム
は、「人」と「人」とのつながりを強化し、ワークスタイル、ライフスタイルに大きな革新をもたらします。
本稿では、UNIVERGE 遠隔相談ソリューションにタブレット端末を適用することで、ITリテラシが低い高齢者
の健康相談・見守りサービスに適したシステムを構成できることを示します。更に、このシステムを活用した
サービス事例を紹介し、高齢者の生活に安心感を与えられることを明らかにします。
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1. はじめに
 

音声/データを独立に扱う従来のコミュニケーションに対し、
これらを密に連携させ、「人」と「人」との間により深いコ
ミュニケーションを提供する、ユニファイドコミュニケー
ション（Unified Communication：UC） 1） が、ライフ/ワークス
タイルを革新する新しいコミュニケーション方法として提案
されています。また、従来のマウスやキーボードでの操作か
ら、スマートデバイスによるタッチパネルインタフェースに
基づく直感的な操作への操作性の改善は、デジタル・デバイ
ドの解消につながり、高齢者などPCに不慣れな人のITサービ
スへの入口として期待できます。これによりIT利活用のハー
ドルを下げ、UCの価値を幅広く提供できるものと考えます。
ライフスタイル革新の一例として、本稿では、タブレット
端末を在宅の高齢者に配布し、UCを活用した遠隔健康相談や
見守りサービスを提供するシステムを報告します。UC機能に
は、UNIVERGE 3C 2） をベースとする「UNIVERGE 遠隔相
談ソリューション」を適用します。
まず、在宅の遠隔健康相談・見守りサービス（以下、見守
りサービス）に求められる要件を分析します。次に、
UNIVERGE 遠隔相談ソリューションが要件を満たすことを明
らかにします。更に、このサービスの導入事例を通じて、ス
マートデバイスとUCを組み合わせることで、安心感の向上、
生活に対するメリハリなどを提供し、高齢者のライフスタイ
ル改善に大きく寄与できることを明らかにします。

2. 見守りサービスに対する要件分析
 

近年、市街地から離れた集落や離島においては、高齢化と
過疎化、無医村化が同時進行し、地方自治体における課題の1
つとなっています。各自治体においては、疾病予防の観点か
ら住民の健康維持・増進を図るため、公民館などに端末を設
置するなどで、行政サービスや健康相談サービスを行う事例
が出てきていました。
最近では、外出の難しい高齢者を対象にした在宅での健康
維持・増進の必要性が高まってきています。しかし、在宅環
境でのITを活用した見守りサービスは、外出が不要となるこ
とで高齢者とのコミュニケーションの機会が減る、ITリテラ
シの低い高齢者はPC操作ができない、サービスを導入しても
利用率が上がらないなどの課題がありました。これらを解決
するため、見守りサービスには以下の要件が必須となります。
(1) コミュニケーションの充実化
高齢者の中には、加齢に伴う健康への不安や経済的な不安
を抱えている人も多く 3） 、また、一人暮らしや高齢者のみの
世帯が増えるなかで、家族や地域とのつながりが希薄となっ
ている人々も少なくありません 4） 。そのため、遠隔地にいる
見守りサービス対応者（以下、見守り対応者）が、高齢者と
テレビ電話などによるコミュニケーションを行うことによっ
て、高齢者の不安の軽減を図ることが必要になります。
(2) 簡単なインタフェースと代行操作
前述の高齢者とその見守り対応者とのコミュニケーション
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では、PCに不慣れな高齢者側で複雑な操作を行うことは難し
いケースがあるため、簡単なインタフェースでコミュニケー
ションができること、操作に迷ったときは遠隔から代行操作
できることが必要になります。
また、高齢者側は自宅に端末を設置して利用するため、高
齢者の同意を得たうえで映像を表示するなど、プライバシー
の考慮が必要となります。
(3) 多種多様なサービスとの連携
見守りサービスにはさまざまなユースケースが考えられ、
サービスで提供される機能は1つのアプリケーションのみに限
定されません。そのため、どのアプリケーションからも簡単
にテレビ電話に接続できるなど、連携のしやすさが求められ
ます。

3. UNIVERGE 遠隔相談ソリューション
 

UNIVERGE 遠隔相談ソリューションは、音声・映像・Web
などを使ったリッチメディアによる双方向コミュニケーショ
ンで、相談者と専門家などの相談対応者を結び、離れた場所
でも対面に近い相談を実現するソリューションです。
このソリューションは、 図1 のように、相談者が利用する

相談者端末、相談に対応する対応者用端末、及び、これら端
末間接続を制御する遠隔相談サーバで実現されます。各端末
は、音声、カメラ映像、弊社独自のアプリケーション画面共
有の機能を有します。これらのメディアは、各端末の
UNIVERGE コンシェルジュクライアント（ブラウザ）経由で
制御され、音声はUNIVERGE 3C、音声以外のメディアは
UNIVERGE コンシェルジュサーバにより接続します。本稿で
は、相談端末を「高齢者用見守り端末」、対応者端末を「見
守り対応者用端末」と呼びます。
次に示す本ソリューションの特徴的な機能を活用すること
で、前章の見守りサービスにおける要件を満たし、課題を解
決します。
(1) 音声・映像・アプリケーションなどリッチメディア
でコミュニケーション
お互いの映像、音声、アプリケーションの画面など、さま
ざまな情報を共有できるので、実際に対面しているのと同じ
ような感覚で相談を受けられます。
(2) タッチパネル採用で不慣れな人でも簡単に操作可能
高齢者用見守り端末画面には必要最低限のボタンのみを配
置しており、タッチパネルにより簡単に操作が行えます。ま
た、接続後の難しい操作は見守り対応者が代行でき、高齢者

図1   UNIVERGE 遠隔相談ソリューションの構成
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側の共有画面の操作や映像デバイス切り替えなど、やや高度
な機能は見守り対応者側から実施することで、高齢者側にス
トレスを与えること無く利用できます。
(3) 既存のシステムとの容易な連携が可能
各種システムと組み合わせることにより、より高度な相談
サービスを提供できます。本ソリューションが提供する
API（Application Programming Interface）を利用することによ
り、各種Webアプリケーションの中に、相談機能をアドオン
できます。

4. 活用事例
 

弊社は、以上の見守りサービスを、鹿児島県三島村様に導
入いたしました。本章では、導入したサービスを概観し、利
用者から寄せられたご意見、コメントを紹介します。
三島村様は、無医村という不安を軽減し、高齢者が長く自
宅で安心して過ごせる環境を作るため、このサービスを導入
されました。これにより、高齢者と、役場など離れた場所の
保健師・看護師との間の日々の円滑なコミュニケーションを
実現し、病気の早期発見や予防に役立つきめ細やかな見守り
を提供します。このサービスは、 図2 に示す運用イメージに
基づき、大きく以下の2つの機能を提供します。
1つ目の機能は、高齢者からの回答による体調確認機能です

（図2の1～3、6）。自宅の高齢者用見守り端末を用いて、高
齢者自ら画面上のボタンを押して、その日の体調を回答して
もらいます。回答はサーバに記録され、保健師・看護師は遠
隔地の見守り対応者用端末から回答内容を確認できます。ま
た、体調がわるいとの回答がある場合や、長時間ボタンが押
されない場合には、登録されたアドレスにメールで通知され
ます。この機能により、診療所や役場側が一方的に高齢者の
状況を確認する見守りではなく、高齢者も自ら参加できる
「参加型の見守り」を実現します。
2つ目の機能は、リッチメディアを活用したコミュニケー
ションです（図2の4～5）。保健師・看護師は、高齢者の様子
が気になる場合、見守り対応者用端末から高齢者にテレビ電
話をかけて様子を確認できます。テレビ電話中は音声、映像
だけでなく、Webページや資料、アプリケーションの画面を
高齢者と共有でき、より多くの情報をやり取りすることで対
面に近い相談を行うことができます。また、図2には示してい
ませんが、高齢者が保健師・看護師と相談したい場合には高
齢者用見守り端末の画面上のボタンを押すだけで看護師、保
健師とテレビ電話を実施できます。
このサービスの最大の特徴は、PCに不慣れな高齢者でも簡
単に利用できるよう強化された操作性です。 図3 に示すよう
に、高齢者用見守り端末の操作は画面上のボタンのみとし、
体調報告やテレビ電話などの基本機能はワンタッチで完了で

図2   見守りサービスの運用イメージ
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図3   高齢者用見守り端末

きます。また、押し間違いを防ぐためにボタンのサイズを大
きくし、色もはっきりとしたものを採用、ひと目で機能が分
かるイラストも付加しました。
テレビ電話の際の音声インタフェースには、端末内蔵のマ
イクではなく、USBハンドセットを使用することで、使い慣
れた電話機と同じ感覚で話せる工夫をしています。また、こ
の端末は無線LANで接続されており、スマートデバイスの可
搬性を生かし、昼間は居室、就寝時は枕元など家中どこでも
持ち歩くことができます。
このサービスを利用した高齢者からは、「いつでもつなが
る安心感、家族が増えたような安心感を得た」「体調回答を
する習慣が付き生活にメリハリがでた」「今まで無縁だった
機器を使うことでよい刺激になっている」という声をいただ
いています。また、見守る保健師からは「これまで以上に高
齢者との距離が近くなった」「頻繁に訪問できないのでテレ
ビ電話で顔を見ながら話せるのは安心」との評価をいただき
ました。
現在、このサービスは、70歳以上の高齢者世帯の一部に導
入されていますが、利用者からの評価が高く、設置希望者も
多いため、導入世帯の拡大が予定されています。また今後は、
認知症予防に役立つアプリケーションを増やすなど、「介護
予防」へとサービスの役割拡大や、離れて暮らす家族や高齢
者同士の見守り機能などの導入も検討されています。

5. おわりに
 

スマートデバイスの優れた操作性とUNIVERGE 遠隔相談ソ

リューションのUC機能により、ITリテラシが低い高齢者に対
し、安心感や生活のメリハリを与え、高齢者のライフスタイ
ル革新に寄与できることを明らかにしました。
UCは、本報告以外のさまざまな場に対して、ライフ/ワー
クスタイル革新をもたらします。例えば、UNIVERGE 遠隔相
談ソリューションは、成田国際空港株式会社様のテレビ電話
案内システムや、沖縄県石垣市・竹富町の統合コミュニケー
ションサービスなどにも活用され、外国人向け案内業務、広
域自治体の行政関連業務の効率化、高度化を支えています。
今後、スマートデバイスとUCを連携させ、さまざまな業務
システムにおける課題を解決するソリューションを提供して
いく予定です。
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