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研修の目的

•パロにはペット用パロと、セラピー用パロがある

•本研修では、セラピー用パロの扱い方を主に紹介する

•パロは、入居者さんに渡せばなんとかなるものではない

•人間が、より良い介護をするための道具として、パロを活用す
る方法を学ぶための、最低限の基礎知識を提供する

①認知症高齢者の周辺症状を改善するための道具として
②入居者同士、介護職員と入居者との交流の仲介役として
③入居者のやる気を引き出す道具として
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この講座では物足りないかもしれませんが、
より詳しいことは、パロトレーナーの中級で

学ぶことができます



本日の内容（土曜日）

10：30～10：35： 5分間 挨拶・オリエンテーション

10：35～11：00： 25分間 講義；アザラシ型ロボット・パロとは

11：00～11：30： 30分間 講義；パロの扱い方

スイッチのオンとオフ

充電の仕方、声の大きさを体験する

パロの手入れと感染予防

11：30～11：45： 15分間 ビデオ：ロールプレイ

デイサービスで使用する場合

11：45～11：50： 5分間 認定証について、資料のダウンロードについて

11：50～12：00： 10分間 質疑応答・アンケート

32020年度岡山市介護ロボット普及推進事業報告書の結果も取り入れながら紹介します。



本日の内容（木曜日）

20：00～20 :05： 5分間 挨拶・オリエンテーション

20：05～20：30： 25分間 講義；アザラシ型ロボット・パロとは

20：30～21：00： 30分間 講義；パロの扱い方
スイッチのオンとオフ
充電の仕方、声の大きさを体験する

パロの手入れと感染予防

21：00～21：15： 15分間 ビデオ：ロールプレイ
デイサービスで使用する場合

21：15～21：20： 5分間 認定証について、資料のダウンロードについて

21：20～21：30： 10分間 質疑応答・アンケート

42020年度岡山市介護ロボット普及推進事業報告書の結果も取り入れながら紹介します。



オリエンテーション

1. 本日の資料のダウンロードについて
・ハッピーネットHPより可能
https://www.emikin.com/

2. 質問がある場合：
1）講義中に質問がでてきた場合
チャット

2）講義後の質問タイム
①チャット
②発言

3. アンケートについて
・質問時間中にチャットに貼り付け
・後日の場合、ハッピーネットHPより

4. 写真撮影について

5. リアクションについて
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一般社団法人ハッピーネット事業内容

設立：2015年5月

会員数：130名（2022年2月現在）

活動拠点：名古屋市（北海道～鹿児島）

URL：https://www.emikin.com/

事業内容：

1. 家族介護者の健康支援
ケアラーヘルスサポーター養成
ケアラーの健康支援ボランティア活動

2. 笑いと健康増進：
笑み筋体操Ⓡインストラクター養成

3. 介護ロボット育成事業

人材育成以外に、調査研究、実践活動、啓発活動を実施

当法人所有のパロ：
右；ココ、左；豆助
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ロボット反対派
からロボット推
進派へ

• Neoさんのブログで紹介し
てくれました。
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（株）知能システムHPに
リンクが貼ってあります。



2. アザラシ型ロボット・パロとは
2019年４月から、カリフォ
ルニア大学 San Franciscoの
Pediatric ICUで、パロの導入
が認められて、脳腫瘍のため
10年間で100回以上の手術を
して入院している11歳の男の
子にとても喜ばれています。



老健での導入の
実際

【導入前】 【導入数か月後】

1. パロ導入前後で、統計学的に意味のある変化
がありました。

①抑うつ尺度でうつが改善
②尿検査でストレスの指標が改善

2. 閲覧ポイント
①高齢者同士の会話が弾む様子
②若い介護職が、パロをきっかけにして高齢者
と会話をする様子

③100歳の人がパロにキスをする
④パロのお手入れ
お世話される側からお世話する側へ

../../../../Videos/ハンドラー研修会録画/zoom_ハンドラー210522.mp4


パロの開発経緯
• 1993年～国立研究開発法人産業技術総合研究所にて開発

• 2002年にギネスブックから世界一のセラピー効果のあるロボットとし
て認定

• 2005年～第8世代 国内販売 (愛知万博にて展示）

• 2008年～デンマークで導入

• 2013年～第9世代販売
内部構造の強化・改善、軽量化（2.7ｋｇ→2.5Kg）、省電力化(動作
時間1.5時間→3～5時間）、安全性向上（抗菌加工→銀イオンによる
制菌加工）、パロにとって好ましくない刺激があっても、パロはそれ
を受け入れる。あまり眠らない。

【ハンドラーの独り言】
学習機能により個性が出てくると、自分の快適な状況を記憶し、
その状況をハンドラーが作り出すように怒ったり、甘えたりする
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センサー系・駆動系

6.ひげ触覚センサー
①触られると「いやーん」と
鳴いて照れる動作をする

7.光センサー：鼻・
明暗を測定する

5.ユビキタス面触覚センサー
①頭、あご、背中
（上、横）
前足、後ろ足

②触った場所、なでた方向、触
られた強さなどを感知する

2.温度センサー

1. 姿勢センサー：
2. ①胴体部分；
②3軸加速度センサー
③姿勢を認知する
（ビデオあり）

3.アクチュエーター(駆動装置）
①まぶた2つ、上体の上下・左右2つ、
前足2つ、後ろ足1つ②サーボモー
ターによって動作③機械的なノイズ
を少なくした静音型アーキテク
チャ：尾ひれ、まぶたに特許

4. マイクロホン
①3D音源方位同定センサー：
音が聞こえる方向を知る

：駆動系 ：センサー系 特許有：
11



①名前を呼ばれたら、顔を向け
て、返事をする。

②姿勢による鳴き声の変化

③目を閉じる

④前ひれを動かす
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東京パラリンピック2020 柔道代表
土屋美奈子選手

パロの昴君を使ってストレス対策をしています！！

東京国際オープ
ントーナメント
大会：70Kｇ級

優勝💜2022 

パリ・パラリンピック２０２４に向けて頑張れ！！



知能・制御系

1.音声認識
ルネサンステクノロジの32ビットマ
イコンSH3

①単語認識プログラム
②単語認識装置

・

特許有：

2基のマイコンで制御
されてるよ～～～

各種センサーからの情報

２.その他
ルネサンステクノロジの32ビット
マイコンSH2

①センサーから情報処理、
②サーボモーター制御
③行動生成の処理など

駆動系へ
：鳴き声や動作

センサーからの情
報を記憶し、組み
合わせて反応して

いるんだよ

似た音声ならとりあえ
ず、同じ単語とみなし

て反応するよ～

登録されていない単語
も、どんどん記憶して

学習するよ～ 13



主観的解釈例

•パロの鳴き声・動作を見て人間が主観的解釈をする
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パロの基本の“き”

1. パロ（PARO）の名前の由来は？

2. パロは、どんな動物をモデルにしてい
るの？

→Personal Robot から来ています。

→たてごとアザラシの赤ちゃんです。

よくある質問をまとめてみました！
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3. パロの体重や身長は？

→体重：2.5Kg（第9世代）、2.7Kg（第8世代）
→身長：57ｃｍ

4. パロのご飯は？

→電気です。おしゃぶり型充電器使用。
約2時間でフル充電 3-5時間稼働可

5.パロは洗えますか？

専用クリーナー使用。主成分は大豆と米ぬかの抽出物で、
静電気を抑え汚れをつきにくくします

16



6. パロは、どんなところで使われていますか？

→ペット用：個人宅にて
→セラピー用：介護施設、在宅介護、病院、

特別支援学校等
欧米：医療機器として活躍中！！

認知症の最新医療 ｐ29-30
第9回・10回アザラシ型ロボット・パロによるロボット・セラピー研究会抄録集 柴田崇徳著を参照
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岡山市介護ロボット普及推進事業 報告書より
「パロを撫でて喜んでいる人を馬鹿にする」

「パロの動きがもっとあると良い」



7. パロは世界でのどのような活躍しているのですか？

①アメリカ

無作為化比較試験（RCT)の結果を受け
2018年から米国の公的医療保険「メディケア」等で
の保険償還にされるようになった。

認知症、パーキンソン病、PTSD、がん、脳損傷などの
患者が、
うつ、不安、痛み、興奮（暴力、暴言、徘徊等の問題行
動）、不眠などを診断され、その治療のためにパロによ
るバイオ・フィードバック・セラピーが処方された場合、
メディケアなどの保険適用になった。

脳梗塞後等の身体的あるいは認知的なリハビリテーショ
ンも保険適用となった。（嚥下、言語、ファイン・モー
ター・スキル（細かい運動技能）、半側空間無視など）

医師やナース・プラクティ
ショナーが処方をしています

第１１回アザラシ型ロボット・パロに
よるロボットセラピー研究会参照 18



㊗シンガポール㊗
医療機器として販売開始

• ★2014年～★

• 臨床評価の結果、高齢者向けサービス事業者等が
パロを導入する際には、85％の費用が、政府ファ
ンドにより助成

• ★2021年8月★

• シンガポールのChangi General 病院で、パロな
どのロボット50台以上が導入されている様子がメ
ディアに紹介

「パロは、ストレスや不安を軽減してくれるので、
病院は認知症患者への鎮静剤の使用を減らすこと
ができました」
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https://edition.cnn
.com/2021/08/25/
asia/cgh-robots-
healthcare-spc-
intl-
hnk/index.html?fb
clid=IwAR1uaG5L
VK8tODplI1vzDrGT
8LFsxMtfIuBZuvnJ
vYKv6sLKlnDaWZ
GFkoM



Ⅱ. パロの最新情報

2022年度のパロの活動
2022年：
3月～8月：日本科学未来館・特別展「きみとロボットニンゲンッテ、ナンダ？」
4月～：シンガポールにて医療機器として販売
５月：名古屋大学博物館 パロ寄贈２体
６月：ポーランドへのウクライナ難民へのパロ寄贈：2体
８月：ポーランドへのウクライナ難民へのパロ寄贈：4体
８月：名古屋大学博物館贈呈記念イベント
10月：第10回ロボット大賞・記念特別賞受賞
11月：火星探査に向けた、パロの癒やし効果の検証開始
11月：パロイベント in ナゴヤガーデンクリニック

講演会+ふれあい体験
12月：名古屋大学国際広報部サイトCampus stories で

名古屋大学博物館パロの紹介

2023年
１月：日本政府公式アカウントにてパロの紹介
2月：とちぎ福祉用具プラザにて「福祉用具・介護ロボット展」
3月：スペインの国立病院にてパロの臨床研究開始

赤字はマスコミ紹介されたものです

PTSDに対する共同研究開始！
・マゾフシェ県神経精神医学センター

・ワルシャワ医科大学

有人火星探査船クルーの隔離や閉じ込め対策

第10回を記念して、第1回～第9回までの受賞案件
の中から、大きな社会的インパクトを与え、業界
の変革につながったロボット等について記念特別

賞を授与

参考：neo パロのブログ
https://parosuke9.com



エビデンスとは

エビデンスレベル分類 [7]

L
ev
el

内容

1a ランダム化比較試験のメタアナリシス

1b 少なくとも一つのランダム化比較試験(RCT)

2a
ランダム割付を伴わない同時コントロールを伴うコホート研究（前向き
研究、prospective study, concurrent cohort studyなど

2b
ランダム割付を伴わない過去のコントロールを伴うコホート研究
（historical cohort study, retrospective cohort studyなど）

3 症例対照研究（ケースコントロール, 後ろ向き研究）

4 処置前後の比較などの前後比較、対照群を伴わない研究

5 症例報告、ケースシリーズ

6 専門家個人の意見（専門家委員会報告を含む）

1

3

4

5

6

2

高い
エビデンス

低い
エビデンス



興奮
（問題行動）

抑うつ

BPSDのその他

上記の症状の
総合統計学的
に有意な

抑制効果あり

Minmin Leng, et.al: Pet robot intervention for 
people with dementia: A systematic review and 
meta-analysis of randomized controlled trials, 

Psychiatry Res 2019 Jan;271:516-525.

データベースから検索９８０件
Full text ７１件
対照群なし、英語でない、認知症で
ないなどの条件の論文を除外 ６３
件
最終的に１件のレビューと７件の研
究論文が使用された

7件すべてが
パロの論文



1. グループセッション
ロボット介在療法・および介在活動

5-6人のグループ、週に2-3回、1回20～30分間、
3か月で効果あり。3人程度が望ましい。

2. パーソンセンタードケアとして
興奮、徘徊など、その人の症状に合わせて

ロボット介在活動などで、パロと相性が良さそうな人に
実施すると効果的

約17％が、パロに対して抵抗感ありと回答
ロボティクス・メカトロニクス講
演会 2019 in Hiroshimaにて発表

注意！！
ひとりの利用者にペットのように渡してしまうと、他の利用者に貸そうとしなくなる。

引きはがすとパロ・ロスが発生する。

パロの活用方法
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ロボティック・ペット・セラ
ピーの様子2022/11/19



認知症を持つ人の言動
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Max:「それは仲間のようです、私は彼が好きです、そして彼は私が好きです」。

Ben: [PAROは]ガラスでできているように感じます。優しい愛情のこもったケアが必要
な上質なガラスです。そうしないと粉々になります。壊れやすいからです。 しかし、
壊れやすく、優しい愛情のこもったケアが必要なものには、一定の美しさがあります。
人と同じように。

Ben:「PAROはまるで古い仲間のようです。もちろん、それは単なるおもちゃだと私は
知っています。」

パロが導入された時、認知症の人々は話し方を変えました。
表情、笑顔、笑い声を伴って、音量が下がり、声のトーンが柔らかくなった。

Lillian Hung, Mario Gregorio,et.al: Exploring the perceptions of people with dementia about
the social robot PARO in a hospital setting, 2021, Vol. 20(2) 485–504



パロを動かす



パロを動かそう

1. スイッチのオンとオフ

2. 充電の仕方

(1) パロ充電方法
（2）パロの充電が必要な時状態

3. 声の大きさの調整

4. 手入れについて これらの動画は、パロハンドラーとし
て登録していただいた方のみ、後日、
パロ・ハンドラー専用ページにて、自
由に閲覧できます

①専用クリーナーを吹きかけて、
ごしごしと汚れを落としてくだ
さい
②（株）知能システムのHPで
購入できます。
株式会社知能システム (intelligent-
system.jp)

スリッカー・ブラシ
ソフトタイプ

通販サイトで購入でき
ます

http://intelligent-system.jp/
http://intelligent-system.jp/


新型コロナ感染症対策
【触れ合い前と後に実施】

1. 職員及びクライアントの手指消毒

2. マスク着用

3. 専用スワブでパロを拭く
人工毛皮の全体を、しっとりするまで
2分間ほどごしごしと拭く
専用スワブの期限に注意

4. 乾燥後にスリッカーでブラッシングする

5. 専用スワブは入手困難なので、ない場合は、
高濃度アルコールや、施設で使用している消毒薬を使用する

6. 風邪症状等がある人は、グループセッションに参加しない

疥癬などの感染症の場合は、施設の感染対策に準じる

岡山市介護ロボット普及推進事業報告書でも、「複数人に利用するため衛生面が心配である」とい
う回答が、41.4％ありました。



クリネル100が販売されました！！

クリネル50
•ワイプサイズ：20cm × 20cm

パロ1体拭く場合
50：2-3枚
100：1枚



パロの感染対策
を含めたお手入
れの方法

• Neoさんのブログで紹介し
てくれました。
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（株）知能システムHPに
リンクが貼ってあります。



ロールプレイ
デイサービスでのパロの使用例



ハンドラーコース認定証について（要登録料）

1. 登録のメリットから

①認定証の授与

②ハンドラーコース専用ページでの資料の閲覧

2. 登録料：1000円

3. 申し込み方法：（一社）ハッピーネット HPより

笑み筋体操ハッピーネット - 笑み筋体操 ハッピーネット！ (emikin.com) 

①入力フォーマットに必要事項を入力してください。

②自動返信で、登録料の振込先が返信されます

③振込手数料はご負担ください。

④登録料の振り込みが確認されたら、認定証およびハンドラーコース
専用ページのパスワードを、メールで送ります。

https://www.emikin.com/


パロ・トレーナー養成講座(有料）

ハンドラー・
コース

中級コース

上級
コース

上級コース 対面式
2018年開講 パロの普及啓発活動

中級コース 対面式
2019年開講
・パロを施設に導入する際の担当者：

導入計画の立案、
初級コースの人への指導や支援

・ハンドラー・コースのスタッフ

ハンドラー・コース オンライン
2021年開講
パロをクライアントに使用する職員

約30人
・関東・甲信越
・東海
・関西地区

32

中級は
随時開催



2024年カレンダーを
作ろう！！

“”世界のパロからこんにちは“

パロ写真コンテスト募集中

33



分散型サービス付き高齢者向け住宅での介入のその後・・

34みんなの認知症情報学会；みんなの認知症情報マガジン2021年1月



8月 学術雑誌に掲載されました
ダウンロード件数

9月第5位、10月第3位、11月第5位に、12月6位！！

35

JRM Vol.33 p.784 (2021) |富士
技術出版:学術雑誌出版社
(fujipress.jp

サ高住の事例
です

JRM Most Downloaded Papers, Oct. 2021 | Fuji Technology Press 
Official Site : academic journal publisher (fujipress.jp)

https://www.fujipress.jp/most_dl/rb-dl2021_10/?fbclid=IwAR2fzKVH_vM1Cx8bMd424HG-z9TPMoWLCqMoSDVviNIw4jt1ds63OktIySU
https://www.fujipress.jp/most_dl/rb-dl2021_10/?fbclid=IwAR2fzKVH_vM1Cx8bMd424HG-z9TPMoWLCqMoSDVviNIw4jt1ds63OktIySU


10月 学術雑誌に掲載されました

36sustainability-13-11502-v4 (2).pdf

コロナ禍、世界で活用されてい
るパロの様子が紹介されてます

file:///C:/Users/ã��ã��ã��ã�¼ã��ã��ã��/Downloads/sustainability-13-11502-v4%20(2).pdf


you tube  1455回再生！！

37

海外で医療機器として認められるアザラシ型ロボッ
ト”PARO”とは 一般社団法人ハッピーネット堀容子代表
に聞きました - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=J4_nguW_4nE&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=J4_nguW_4nE&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=J4_nguW_4nE&t=6s


パロ贈呈記
念イベント

8月24日

38

http://www.num.nagoya-u.ac.jp/exhibitions/spot/...



8/24 名古屋大学博物館での
イベント

https://youtu.be/mjNcQ9xA5LQ


名古屋大学国際広報サイト：Campus stories
Meet Paro, the robot baby seal

40

担当者がイベントを取材して、
パロの博物館への寄贈が紹介されました！！

我が家のcoco💜



41

㊗
第10回ロボット大賞
記念特別賞受賞

パロの
ブログよ

り↓↓



ウクライナ避難民の「心の支援」
ポーランドに4台寄贈

42

パロ「人の心の支援」～ウクライナ支援～ : ハッピーネッ
トのblog

Neoさんのブログ

https://emikin-happynet.blog.jp/archives/16094406.html
https://emikin-happynet.blog.jp/archives/16094406.html


２０２２年１２月２４日読
売新聞夕刊（有料）でも、
紹介されました💜💜

43



2023年日本政府公式アカウントにて紹介
FB・twitter

44

翻訳はパロのブログを
↓↓

https://twitter.com/JapanGov/status/1619938522219319296


とちぎ福祉用具・介護ロボット展示会：
パロ展示：TV、ラジオ、新聞で紹介。

45

🌸ハッピーネット関東地区担当理事の
柏木さんが展示を担当しました。

🌸とちぎテレビ
🌸下野（しもつけ）新聞
🌸コミュニティラジオ：ミヤラジ
🌸柴田先生も駆けつけてくれました。

夢ちゃん
とコロン
ちゃん

宇都宮での夢
ちゃんの活躍
はブログをど
うぞ！！

下野新聞 ２０２３年２月１５日掲載



パロ助饅頭：新作品発表！！

46

🌟パロ饅頭💕誕生秘話🌟 : ハッピーネットのblog

https://emikin-happynet.blog.jp/archives/19903738.html
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