
介護ロボット開発にもとめ
られる機能的なデザイン 

相良二朗 

神戸芸術工科大学 

プロダクト・インテリアデザイン学科 教授 

兵庫県立福祉のまちづくり研究所 参与 



今、「福祉用具」は“ロボット”でないと
… 

•「ロボットによる新しい産業革命」の実現に向けて～
ロボットで様々な社会課題を解決～ 

•ロボット新戦略(2015.2.10)日本経済再生本部 

•未来投資戦略2018 「Society 5.0」「データ駆動型社
会」への変革(2018.6.15) 
•次世代ヘルスケア・システムの構築 

•厚労省：介護ロボット開発等加速化事業 

 



ロボットといえば… 

ロビー（禁断の惑星） フライデー（宇宙家族ロビンソン） 

http://www.eonet.ne.jp/~penpenkun/robinson_new.htm 
https://www.bonhams.com/auctions/24465/lot/1070/ 

1966 1946 1977 

C3PO/R2D2（Star Wars） 

https://store.shopping.yahoo.co.jp/magicnight/kt901425.html 



言葉 

• Robot 1920年にチェコスロバキアの作家カレル・チャペックが
robotonik（労働）から造語した 

• Automaton 自動装置、自動人形、ロボット、機械的に行動する人 

• Cyborg = Cybernetic Organism 人造人間、改造人間 1960マン
フレッド・クラインズが造語した 

• Android ギリシア語のandro(人、男性)と接尾語-oid (のようなも
の)で人に似せて作られた存在 

• Humanoid 人そっくりの、人型ロボット 

• Doroid 映画スターウォーズに登場する人工頭脳を備えた自律機械 

 



最近の映画だと・・・ 

• ロボット（AI）は人類の敵！? 

• ターミネータ 

• エクス・マキナ 

• Ai 

 

• ボストンダイナミックス社の運搬ロボット（首無し馬？）兵器 



「変なホテル」 

ロボットフロント、ロボットレストラン、ロボットバー、ロボットステージショー 



不気味の谷 by森正弘氏 in 1970 
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人との類似度 機械的 人 

似て非なるものは不気味 



ＡＩ 人口知能 

• 1646 世界最初のコンピュータENIAC 

• 1980年代：パーソナルコンピュータ登場～Nintendo 

•現在： 自動運転、ロボット 

 



ロボット 

•状況を認識し、判断し、適切な動作を自律的に行う機械 

 

•センサー ＋ CPU ＋ アクチュエータ 
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IoT Internet of Things  
モノのインターネット 



デザインの力 

• 機械に囲まれて生活したくない 

• 病院のような雰囲気から、自宅
のような雰囲気 

 

 

• 人協働ロボット［COBOTTA] 
by株式会社デンソー 2018年
度グッドデザイン賞Best100 

• 安全柵を必要としないロボット 

http://www.g-mark.org/award/describe/47693 



3M-E(2P-M・E）システムアプローチ 

Machine 

Person-Carer 

Environment 

Person 

 人と人（介護者）の関係 

 人と機械の関係 

 人と環境の関係 

 機械と環境の関係 



開発～製品化～商品化 

•開発：機能の具現化 

•製品化：市場への投入可能性 

•商品化：消費者の手元へ（売れる！） 

 

•販路・広告戦略・パッケージ・取説・サ
ポート 



親和性 

•擬人化 顔をみいだす能力 
• 目のようなもの 

• 鼻のようなもの 

• 口のようなもの 

•頭が大きい→幼さ、かわいらしさ 

•キャラクター 



機能とは 

•役にたつ度合い 

•機能主義 「機能的なモノは美しい」 機能美 

•「形も機能する」 

 

•使いたくなるカタチ 

•わかりやすいカタチ 

•気持ち良いカタチ 

 

 

 



使用される空間（環
境）に適したカタチ？ 

•空間との適合性がなければ利用でき
ない 

•生活空間に即した環境条件下での使
用性評価 





介護ロボット ニーズとシーズの連携協調 

•全国に50カ所の協議会を設置 

•介護現場のニーズを収集し、どのような介護ロボットが必要か
を提案 

•ニーズとシーズの出会いの場を創出 



介護ロボットから自立支援ロボットへ 

•異性介護の問題 

•「障害者になると、男性とか女性とかの前に障害者として扱わ
れる」 

•ロボット技術による介助（自立支援）なら問題が解決 

 



予測を上回る認知症者の増加 

• 2012年：認知症者数462万人、MCI者数400万人との報告 

•高齢者のおよそ4人に1人が認知機能に問題を抱えている 

•高齢者単独世帯は全世帯の約10% 高齢者の5人に1人が独居 

• 205年：認知症者数700万人 

 

•認知機能が低下しても自宅や地域で独りで住み続けることがで
きるのか？ 

 



軽度認知症者が抱える問題 

•記憶の低下から間違いを起こすことがある 

•鍋を火にかけたまま、電話で話し込んだり、宅配便を受け取り
忘れてしまう 

•鍵を掛けずに外出したり、財布や鍵や携帯電話を忘れて外出し
たり・・・ 

もう何もしないで！ 
 

認知機能の廃用性症候 



促しがあれば、行為が自分でできるのでは 

•有能な秘書や執事のように 

•キャプテンフックの肩に乗っているオウムのように 

 

•タイムリーに声をかけて促してくれる 

•催促したり、命令したり、叱ったりはしない 

 



認知症高齢者の自立支援「促す家」 

 

火は消し
たかな?? 今日は??? 

鍵かけた
かな??? 

薬は飲ん
だかな ??? 

忘れ物は
ないか
な??? 



外出をひきとめる促し 

•玄関にちかづくと、「こんな時間に
どこにいくの？部屋でテレビでも見
たら」 

•本人以外は後ろのスイッチで発声を
停止 



トレイの流し忘れを促す 

•高次脳機能障害の女性 

•トイレを流し忘れることがあり、
外出先での流し忘れを無くしたい 

•便座に30秒以上座り、立ち上がっ
て流さずにドアを開けると「流れ
てません」と発声 



忘れ物リマインダー Raspberry 
pi+7” Touch LCD 

通常時の画面 

NaPion sensed 

財布はもちました？ 薬はもちました？ 

Screen shots of LCD 

Monthly image 



状態を伝え、適切な行為を促す 

•スケジューラ：今日は何をする日か 

•ガスの火が燃焼中 

•冷蔵庫のドアが開いている 

•冷蔵庫のこのドアは野菜室/冷凍室 

 

•おこられたくない！ 失敗を知られたくない！ 

 



KTH スウェーデン王立工科大学 

•事情通ロボッ
ト 

 

•国内でもパナ
ソニックが実
用化 

顔の存在（正面性）は重要 



KTH 

精密な力覚センサの性能確認と
介護ロボットへの応用 
 

被介護者の意図を把握し、的確
な介護作業を実現 



Giraffe Medical Telepresence Robot 

•米国で産業用とし
て開発 

•北欧で遠隔支援デ
バイスとして応用 

https://telepresencerobots.com/robots/giraff-telepresence 

US$11,900 



Real world 

• AI+VRで満足できる？ 

•選択の幅を与えること
はできる 

 

https://www.digitaltrends.com/virtual-reality/best-vr-apps-for-
travel/ 



あるべき姿 

•介護者と被介護者の間に入り、双方の負担を軽減する存在 

 

•パワーアシスト／サーボ 触れ合う介護の肉体負担をロボット
に 
• リモコン操作から直接操作へ 

• AI 個人の性格やニーズに合わせた個別の対応 

•ロボットはセルフケア ロボットの世話はできない 

•機械を隠す 機械を見ながら生活はしたくない 
• 工作機械の事例：作業者の意識が変化 



まとめ 

•ロボットは勝手に働かない Not全自動化 

•人が行うほうが良い仕事と、ロボットが行うほうが良い仕事を
分ける 

•ロボットの適性 
• 同じことの繰り返し 

• 正確な動き 

• 定量化・数値化 


