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トである。

今後の制度・政策の方向性

ロボットについては、閣議決定（平成 24 年 12 月）に

我が国では、急速に進行している少子高齢化にともな

より内閣に設置された日本経済再生本部が開催する未来

い、介護の担い手のさらなる不足が懸念されている。介

投資会議でも、
「未来への投資」の拡大に向けた成長戦

護の担い手不足は、介護現場で現在すでに顕現している

略と構造改革の加速化を図るものの重要分野として、開

重大な問題であり、今後、高い確率でさらに深刻化する

発促進・導入推進に向けた取り組みが議論されている。

と見込まれている。

そこでは、現場のニーズを的確に把握することも重視され

こうした現況・予測の中で、介護現場の担い手不足に

ており、介護現場での人材不足対策を内包した制度・政

対する制度・政策が求められている。そのひとつとして、

策の企画・立案と考えられる。

にわかに注目を浴びているのが介護現場におけるロボッ

〈 介護人材にかかる需給推計結果と
「総合的な確保方策」
（イメージ）〉

需要：253万人

今後10年間の継続的な介護人材確保対策
﹁総合的な確保方策﹂の策定

37.7万人
「総合的な確保方策」
による押上げ

人口
生 産 年齢

量の減
よる供給
減少等に

供給：215万人

少

現状推移シナリオ

171万人
2013年度
（H25年度）

2015年度
（H27年度）

2025年度
（H37年度）

（出典）介護人材確保地域戦略会議資料（厚生労働省）より作成
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/document2-1.pdf
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〈 介護現場におけるロボットの導入推進 〉
【現場主導の開発への転換】

【普及の加速化】

■ 利用者・介護者双方の視点で開発スタート

■

企業・現場関係者が協議する10の開発プロジェクト

導入支援の進展と導入効果の実証・評価

約5000事業所に約50種類のロボットを導入済
（例）
見守り、
移乗支援等のためのロボット
利用者の生活状況の把握を中心に効果実証

開発と普及
の好循環
■

新

企業主導から現場主導の開発へ転換

■

現場ニーズと開発シーズをつなぎ、プロジェクトを
強力に牽引する「プロジェクトコーディネーター」
を育成・配置

新

2018年度からの新たな開発戦略を検討

（出典）未来投資会議資料より作成

さらなる導入と活用の促進
実証結果を踏まえ、
2018
（平成30）
年度
介護報酬改定等での評価
導入経費の支援等

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai7/siryou5.pdf

〈 介護現場におけるロボットの開発促進に向けた取り組み 〉

ニーズ・シーズ連携協調のための協議会（厚労省事業）
介護ロボットメーカー等

介護施設等

ロボット介護機器等に精通した専門家等

経産省

厚労省

（ロボット/福祉機器に係る研究者等）

フィードバック

● 現場ニーズと技術革新状況を反映したロボット介護機器開発
→経産省「ロボット介護機器開発・導入促進事業」において開発支援
● 自立支援促進の観点から重点分野の精査
→厚労省と経産省との「介護ロボット導入加速化検討会」において、自立支援促進に向けた課題と
現状の技術開発状況を踏まえて重点分野を精査

（出典）未来投資会議資料より作成

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai7/siryou7.pdf

求められる
「安価で利便性の高い」
ロボット
介護現場におけるロボットの開発について具体的には、

性の高い」というのは、介護現場での人材不足対策も考
慮された表現といえよう。
ロボット介護機器開発５ヵ年計画は、国内の市場規模

日本再興戦略
（平成 25 年 6 月閣議決定）において
「ロボッ

を 2030 年には 2600 億円にすることを目標としているが、

ト介護機器開発５ヵ年計画」が始まっている。この計画

同時に、これまで高価だったロボットを 10 万円程度で

は、移乗介助、見守り支援等「安価で利便性の高い」ロ

安価に提供することで、2025 年の需要（高齢単身世帯：

ボット介護機器の開発等を内容としている。
「安価で利便

700 万世帯、介護職員：240 万人）に応えるものである。
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〈 日本再興戦略（平成 25 年 6月閣議決定）
におけるロボット介護機器開発５ヵ年計画 〉

○ ロボット介護機器開発５ヵ年計画の実施等
● 急速な普及拡大に向けて、移乗介助、見守り支援等、安価で利便性の高いロボット介護機器の開発をコンテスト方式で進めること等を内
容とする
「ロボット介護機器開発５ヵ年計画」
を今年度より開始する。
● また、研究開発に先立ち、開発された機器の実用化を確実にするため、安全基準及びそれに基づく認証制度を今後１年以内に整備する。
病気やけがをしても、良質な医療・介護へのアクセスにより、早く社会に復帰できる社会

中間段階において達成しておくべき社会像（2020年頃）
●地域で公的部門と民間事業者等が連携するための環境整備（ICTの活
用による情報共有、連携のための指針策定）がなされ、在宅でも不自由
なく医療・介護・生活支援サービスが受けられる。
●高齢者・障害者の自立支援に大きく貢献する介護支援機器の開発が
進み、リースの活用等により、リーズナブルに消費者へ普及されている。

【 社 会 像 】 病気やけがをしても、良質な医療・介護への
アクセスにより、早く社会に復帰できる社会
〈 主な課 題 〉

【指

ICT技術、デジタル技術の適用、医療機関と企業の連携等による
保険外サービスの充実
安価で使いやすい介護機器の普及
安心して暮らせる住宅・まちづくり

標 】 介護機器等の普及、スマートウェルネス住宅・シティの実現
あるべき社会で実現するライフスタイル

地域社会の特性に応じて、医療介護情報が共有され、合理的な時間内に必要な医療にアクセス可能
で、多様な生活支援サービス等が身近に手に入る生活。高齢者をはじめ、多様な世代がまちで交流し、
安心して健康に暮らすことが可能。

〈介護ロボットの開発〉
□「ロボット介護機器による自立促進・介護負担軽減５ヵ年計画」の推進
□ コンテストを実施

□ 優秀なロボット介護機器に対して導入支援を実施

□ 生活支援ロボット
（ロボット介護機器等）
の
安全に関する基準を策定
□ 国際標準に準拠した国内認証開始
□ ロボット研究に関する政府間約束の締結

□ ロボット介護機器の普及

□順次締結

□ ロボット国際共同研究の実施

○ロボット介護機器の
国内市場規模約2,600億円
（2030年）

□ 高齢者の自立支援
□ 介護者の負担軽減
□ ロボット介護機器の海外展開

□ 障害者の自立や生活を支援するロボット技術を利用した機器の開発促進
現在

2017年

2020年

2030年

2030年目標

（出典）
「ロボット介護機器開発５ヵ年計画について」
（経済産業省・厚生労働省）より作成
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000034903.pdf

の方の見守りロボットについて述べたい。

介護人材不足の原因
先月の PARAMOUNT HRI REPORT Vol.01 でも
指摘されているが、20 年後の 2040 年には、我が国の人
口はいまより 2000 万人くらい少なくなる（約 1 億 2000 万
人→約 1 億人）一方、高齢者が 4000 万人くらいに達する

移乗介助ロボット
腰痛の原因となる業務のひとつである移乗介助につい
て、様々な移乗介助ロボットが開発されている。

見込みだ。1 億人のうちの 4000 万人、つまり、10 人のう

ロボット介護機器開発 5 ヵ年計画にともなう事業の中

ち 4 人が高齢者ということになる。この高齢者と現役世

では、移乗介助ロボットは、ロボット技術を用いて介助者

代のバランスがいまの社会と 2040 年の社会とで大きく違

のパワーアシストを行う装着型の機器と、ロボット技術を

うところである。

用いて介助者による抱え上げ動作のパワーアシストを行う

これだけでも、介護人材不足の深刻化は十分想定でき
るが、介護人材不足の原因はそれだけではない。
たとえば、代表的な原因のひとつが腰痛である。平成
27 年 2 月 10 日の日本経済再生本部で決定されたロボット
新戦略において、
「移乗介助等に介護ロボットを用いるこ
とで、介護者が腰痛を引き起こすハイリスク機会をゼロに

非装着型の機器に分類されている。
こうした移乗介助ロボットを用いることで、移乗時に被
〈 移乗介助ロボット 〉
装着型

非装着型

することを目指す」としている。実際に介護現場では、腰
痛訴え率が他業界と比べて高く、その結果として介護現
場では離職率が高いとも指摘されている。ロボット介護機
器開発 5 ヵ年計画は、このような複層的な現場のニーズ
を想定して策定されているといえよう。
以下では、代表例として、移乗介助ロボット、認知症
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介助者の体重を直接支える必要がなくなる。しかし、装

認知症の方の見守りロボット

着型では介護者が自身に装着する時間が必要となり、非
装着型では介護リフトと同様にスリングと呼ばれる被介助

ロボット介護機器開発 5 ヵ年計画にともなう事業の中

者を支えるシートを装着する時間が必要となる。こうした

では、認知症の方の見守りロボットとは、介護施設におい

新規作業の発生にともなう作業時間の延長が副次的な課

て使用する、センサーや外部通信機能を備えたロボット

題になる。

技術を用いた機器のプラットフォーム、および、在宅介護

一般に、
介護リフトのような既存の支援機器（既存機器）

において使用する、転倒検知センサーや外部通信機能を

を用いると、従来の人力による移乗介助と比べて作業時

備えたロボット技術を用いた機器のプラットフォームであ

間が増大するため、業務過多の介護現場において敬遠さ

る。

れがちとの指摘もある。
たとえば、以下のような研究結果がある。

〈 認知症の方の見守りロボット 〉

約 70㎏の被介助者をベッド端座位の状態から車いす

介護施設において使用する、センサーや外部通信機能を

に移乗させる介助動作において、被介助者の被験者と同

備えたロボット技術を用いた機器のプラットフォーム

様の体格の介助者役の被験者を 3 名として 5 回ずつデー
タ計測を実施する。人力介助では、作業負担は最大 40
㎏前後であるが、作業時間は 10 秒程度である。それが、
既存機器を用いた移乗介助では、作業負担は少なくなる
が、作業時間は 4 分程度となる。加えて、介護リフトの
場合は、保管場所から居室への運搬にも時間を要する。

在宅介護において使用する、転倒検知センサーや外部通信

一方、当研究による移乗用具試作品（ロボットを指向）で

機能を備えたロボット技術を用いた機器のプラットフォーム

は、作業負担を人力負担の 3/4 程度に抑制しながら作業
時間は人力介助とほぼ同等で対応可能としている。
作業負担軽減と作業時間短縮（維持）を勘案してふた
つの相反する課題をバランスよく解消することは、今後の
移乗介助ロボットの普及拡大のための、大きな課題のひ
とつとなりえよう。

（出典）経済産業省ホームページより作成
http://www.meti.go.jp/press/2013/02/20140203003/
20140203003.html

〈 移乗介助における実施方法別の作業負担と時間 〉
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（a)作業負担

移乗用具試作品

介護リフト

（b)作業時間

（注）約70㎏の被介助者をベッド端座位の状態から車いすに移乗させる介助動作

（出典）初雁ら、” 介助技術に基づく移乗介助支援器具の提案 ”、日本機械学会論文集 C 編、Vol.76、No.769、pp.2286-2293、2010 より作成
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認知症の方の見守りロボットの主な導入先は、サービ
ス付き高齢者向け住宅から特別養護老人ホームまで幅広
い。認知症の方の見守りロボットの設置により、転倒転落

介護現場におけるロボットの活用可能性について

介護現場におけるロボットのこれから
我が国の多種多様な先端技術を取り入れたロボットは、

リスクが発生したら施設スタッフにリアルタイムで注意喚

日本ばかりでなく世界の未来を支える可能性をもってい

起できるため、業務効率化と安全・安心の療養環境を両

る。人間が用いる道具としてのロボットだけでなく、ロボッ

立できる手段となりうる。実際に、経済産業省の報告書

ト自体が人と関わり、人を支えていく時代になるかもしれ

（将来の介護需要に即した介護サービス提供に関する研

ない。

究会）によると、日勤帯で 2.0%、夜勤帯で 13.2% の業

一般に、経済成長は、人口増加と技術進歩などによっ

務比率を占める見守り業務をセンサーで置き換えることに

て実現される。これから迎える人口減少時代の日本では、

より、業務効率化が図れる。採用コストや教育コストも勘

技術進歩としてのロボットではなく、実質的に人口増加と

案すると、経営的にも大きく寄与するものと推察される。

なるようなロボットが求められているのかもしれない。
先月の PARAMOUNT HRI REPORT Vol.01 にお
ける共同連帯の理念でもあげられた、互いに助け合う、
困っている人を助けるという考えは、ゆくゆくは国民とロ
ボットの共同連帯へと進化していくことを期待したい。
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