
ハンディを可能性に 新たな価値づくりの挑戦３Dプリンタを使った自助具製作のデザイン

ーこのプロジェクトの意義はどこにあるのでしょうか？
硯川：障害のある方をサポートするツールに、"自助具"というもの
があります。自助具は、使う人の体の状態や生活環境のちょっとし
た違いで、必要な形が大きく異なる場合があるため、自分に合っ
たものをなかなか入手できないという問題がありました。そこで私
達は、障害のある方一人一人の状態にフィットした自助具を、デ
ザインし、製作する工程を、どうすれば簡単に実現できるか考える
プロジェクトを立ち上げました。近年、３Ｄプリンタが低価格化し、
簡単かつ安価にプラスチックで望んだ形を得ることができるよう
になってきましたが、造形に必要な３次元形状をデザインする作
業は、それほど簡単ではありません。誰がどのような役割を担え
ば、３Ｄプリンタを自助具の製作に活用できるか、ということを実
践を通して明らかにできれば、今後の普及を促進できる可能性が
あると考えています。

濱口：私達はこれまでこのよう
な取組をする時には、作製する
ための機材やスペースが必要
なこと、ハンドメイドのため再現
性が乏しくなってしまうこと、自
助具の作製に関する情報が少
ないという課題を抱えていまし
た。しかし、この取組は、省ス
ペース、再現性、作製したデー
タの共有化の部分で革新的で
あり、現場の人間として非常に
価値を感じています。

ー企業としては３Ｄプリンタを
　活用してのこのプロジェクト
　をどのように見ていますか？
中村：海外の３Ｄプリンタ業界
は製造業を中心に、サンプル品
の領域から最終製品の領域に
広がっています。量産品でない
製品や道具を統合パーツにし
たり、個に則したユニークな製
品に作り上げている訳です。工
業製品では製品性能の大幅な
向上をもたらしておりますし、
個の領域では障害のある方を
サポートする器具として新しい市場を形成し始めております。
ファッショナブルな義手義足カバー等が一つの例になります。

ープロジェクトの過程を教えてください。
硯川：このプロジェクトには、障害当事者と、作業療法士・理学療
法士、そしてエンジニアが関わります。まずは、障害のある方の思
いを明確にするプロセスからワークショップが始まります。そして、
自身の生活を見つめ直し、ちょっとした不便を感じる状況と、その
背景をみんなで共有します。すると徐々に、その思いを実現する形
が見えてきます。次に、エンジニアが、その形をより具体化します。
具体化する際には、作業療法士・理学療法士と相談し、本人の体
の状況と形を照らし合わせるプロセスが必要になります。実際に
物ができたら、本人が動作を試します。うまくいかない場合は、作
業療法士・理学療法士が協力し、どの部分に問題があるのかを、
本人の身体の状態を評価しながら考えます。このプロセスを数回

繰り返すことで、エンジニアが、ようやく体にフィットした形を完成
させることができるのです。 

ー今後どのような世界になっていくと考えていますか？
中村：当事者の方が３Ｄプリンタでどの様な物を作る事ができるの
かを理解できた事は、将来に夢を持てた事に近いのではないで
しょうか。実際に3Dプリンタで自助具を作成する事で、今後可能
になるであろう３Ｄプリンタでの造形をイメージできたのではない
でしょうか。そして、各個人により可動範囲のレベルは違いますが、
データ化する事によりパターン化が可能になると考えています。
硯川：ガリ版で手書きの文字を印刷していた時代から、パソコンと
プリンタが一家に一台という時代になったような変化が、３次元
の世界にもやってきます。この技術革新の恩恵を、いかに早く福祉
の世界に取り込むかということを、我々は考えていく必要がありま
す。３Ｄを扱う技術が身近なものになり、好きな形を好きな時に作
れるということを、福祉の世界
にもどんどん取り込んでいこう
と考えています。でも、このプロ
ジェクトを通して見えてきたの
は、最終的な形状に至るプロセ
スの重要性です。今までセラピ
ストが経験的に行っていた適
合の作業を、データとして残
し、共有することで、より多くの
人が簡単に自分にフィットした
福祉用具を手に入れることが
できるようになるのです。

硯川潤 氏

近年３Ｄプリンタの低価格化や周辺技術の普及が進み，様々な分野でその応用が試みられている。そこで、今年度、川崎市は、国立障害者リハビリテー
ションセンター研究所との共同研究により、障害者在宅支援施設での３Ｄプリンタを活用した当事者参加型の自助具製作のプロジェクトを進めてきた。
このプロジェクトを進めてきた国リハの担当官、作業療法士、企業の担当者の３人にこの取組の意義と展望を聞いた。
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WHILL╳UDタクシーでの新たな外出支援プロジェクト
ーWHILLとUDタクシーの新しい組合せ。それぞれ社会を
　どのように見ているのでしょうか？
久保田：WHILLの理念は、「全ての
人の移動を楽しく、スマートに」す
ることです。誰もが移動に困ること
なく、自分の行きたいところへ自由
に行ける世界を作りたいと思って
活動しています。
関：タクシー会社は、安全・安心な
公共交通機関という役割を持って
います。新しいことにチャレンジし
ながら、自分たちから社会に役に立てる存在として変わり続けて
いきたいと思っています。
ー新しい組合せでのサービスはどんな可能性を持っていますか？
久保田：WHILLに乗って移動できる距離は限定的です。協業する
ことで、誰かのどこかに行きたいという思いを、より多く実現できる
ようになると確信しています。
関：UDとWHILLは新たなビジネスモデルですが、超高齢社会でタ
クシー業界だからこそできることを提供し始めたと思っています。
ー今後はどのように進めていきたいですか？

久保田：足腰が悪い人以外にも、小さ
い子供がいる人など色んな人が気軽
に使えるサービスを作りたいです。乗
り物が勝手に迎えにきてステーション
に帰っていくのが普通の社会にしたい
ですね。
関：今後も、この価値観が浸透してい
くことで、利用したいと思う方をますま
す広げていきたいですね。

LiveTalkでの聞こえの
バリアフリープロジェクト
ーこの取組はどのような背景から
　生まれたのでしょうか？
城田：弊社では、身体的な要因だ
けでなく環境的要因でもICTによ
るサポートでコミュニケーション
の阻害を軽減する取り組みを
行っています。LiveTalkはその一
環で開発・商品化したものです。
ー他業種との組合せにはどのような可能性があると感じますか？
城田：昨夏検証したプラネタリウム鑑賞会は、様々な人が楽しめ
るための最適な手段がMOVERIO×LiveTalkでした。開発コスト
をかけずに既存製品を組み合わせ、その使い道の着眼点で新た
な可能性が生まれることがわかりました。優れた製品をもつ企業
との連携を今後も進めていきたいと思っています。

ミューザ川崎での高齢者や
障害のある方をお迎えする独
自の取組
ー具体的にはどのような取組を
　されているのでしょうか。
前田：障害の当事者と一緒に一つ
一つバリアフリーのチェックをし
て課題の洗い出しを行いました。
聞いて見ないとわからないことが
多かったですね。高齢者がつまずきやすい場所の色を変えたり、椅
子に手掛けをつけたりなどの施設改修を行っています。新しい技術
の活用や工夫で、これまで来ることがあまりなかったような方が来
やすい環境づくりも進めています。

ー高齢者や障害のある方に向けてどのようなホールを
　作っていきたいですか？
前田：施設面のバリアフリーのチェックと新しいテクノロジーを使
うことで今まで来れなかった人が音楽を楽しむ体験ができるよう
になっていくといいなと思います。ミューザは、誰もが来てお迎え
できるホールということを理想に掲げて、何ができるか地道に取
り組んでいきたいですね。

映像作品を通じて社会変容の起点となる価値観を提示
ーどんなことを大切にして作品を作成されていますか？
田村：何かをしてあげる上からの私たち目線ではなく、自分がその
立場に立ったらをリアルに想像して制作をするようにしています。
認知症や、障害が、奇跡のように突然無くなったり、物凄いハッ
ピーが訪れるわけでもなく、かと言って困難に対してただ打ちひし
がれるわけでもない。人間の本質的な強さや、個人が個人である
ためのアイデンティティーを描くように心掛けています。
ー高齢や障害をテーマにどのような作品を作ってみたいですか？
田村：日本の文化というのは世代間の断絶が強いように思いま
す。音楽で言うと演歌やロックという具合に。そういう意味で世代
を超えた、ジェンダーを超えた、障害の有無を超えた、しかし平で
はなく尖った文化にフォーカスした作品を作っていきたいです。老
人がロックに興じる、若者が演歌に興じる、違いを全力で楽しめる

ことが多様性だと思っています。
ー今後、どのような社会に
　なっていくと良いと思いますか？
田村：高齢者、障害者、という括り
ではない、多様な価値を持った
人々がそれを体現できる世界に
なっていくと良いと思っています。
その個性を育むための助けとなる
テクノロジーや町づくり、人との繋
がりが生まれていくと良いですね。

技術を活用することによって、ハンディを可能性にしていく共創プロジェクトが次 と々川崎から生まれ出している。
そして、その新しい取組を社会的価値としてどのように世の中に浸透していくか、イノベーターたる各人にそれぞれお話を伺った。

関裕之 氏
川崎タクシーグループ
専務取締役

介護現場 での人とモノとの関わり方
ーどんな立場で介護事業に携わっていますか？
新倉：建築で住まいに関わる事業者として、高齢社会の課題解決
のため、入口を施設において、現場の課題解決へ介護ロボットを
切り口にソリューションを提案しています。
長谷川：大手メーカーから現職に就いたことから、作り手使い手
の両眼を持っていることが強みです。現在熱海市は高齢化率
45％超、川崎市の2040年想定＋15％の状態であり「都市の20
年後」と揶揄されています。このような市場環境の下、法令で定め
られた専門職を維持・採用しながら顧客満足を守る。つまり資源
は最小、供給は最大にするにはどうするべきかという経営課題に
取り組んでいます。

ー介護業界の現状をどのような
　状態にあると感じていますか？
新倉：介護需要は急増するの
に、介護人材不足で離職率対
策や現場の負担軽減が大きく
注目されるようになってきてい
ると思います。
長谷川：個人見解ですが、ひと・
もの・かねという経営資源をう
まく回せず負のスパイラルに
陥っている状態ではないでしょ
うか。その要因としては、法律の
実態と要求のギャップにより、
将来どのような価値として残し

ていくべきかという先のことよりも、目の前のサービス提供に集中
しているため“未来”を想像することができていないからです。その
結果、事件や事故のマイナスイメージだけが印象に残る残念な流
れになっているように感じます。

ーこれからの介護の世界をどのように捉えていますか？
新倉：これまでは土地・建物の提案や市場調査などを中心に介護
施設の建築などに携わって参りましたが、人の問題（従業者・利用
者）を解決する運用提案が必要になってくると思っています。
長谷川：経営責任者による覚悟を持った決断と実行が皆の希望
になれば乗り切っていけると考えています。具体的には、正しく現
実を受け止めて、やめるべきこと・はじめること・つづけるべきこと
を確実にＰＤＣＡで回し続けるということです。今までの成功体験
は捨て、正しい経営課題を設定し、その解決のためのテクノロ
ジーを取り入れる。その過程には、必ず従業者・顧客・社会との対
話を丁寧に行い、早すぎず遅すぎない心地よいスピードで文化を
変えるバランス感覚が必要です。非常に大胆でかつ繊細な舵取り
が成功の秘訣ではないでしょうか。

ー介護福祉機器の活用ではどのような取組をされていますか？
長谷川：「介護する側される側もハッピーな状態になる」をコンセ
プトに5年前から種類を増やし続けています。2013年ＰＡＲＯ、移
乗リフト、2014年リショーネ、2015年トイレアームサポート、
2016年眠りスキャンです。従来型の特養で考えるべき課題はオ
ペレーションの量を減らして質をあげること。この両立こそがＥＳ
（従業員満足）がＣＳ（顧客満足）を実現する鍵です。人がやるべ
き仕事に集中できる条件は何かを導き出し、課題をテクノロジー
が解決する方法に挑戦しています。

ー今年度は川崎市と介護現場でモノの利用を考えるパターン
　ランゲージの作成を行いましたが、その過程でどんなことを
　感じましたか？
新倉：現場では人に関わる作業が多く、“福祉は人なり”という言葉
が息づいています。ですが、5年後10年後と未来を考えた管理者の
方も出てきており安全性を担保しながら、職員負担軽減や効率化
できる部分は積極的に進めていくべき事に確信を持ちましたね。

長谷川：得られたことは、改め
て5年間やってきた行動思考を
整理できたこと、的確に言葉で
表現するトレーニングになった
こと、制作途中で気づいたこと
をリアルに試してみると伝えづ
らかったことが新たな気づきに
なったこと。とにかく変革してい
る「コト」をパターン化するとい
うのは非常に新鮮でした。この
ランゲージによって、もやもや
思考をすかっとさせて、未来に
向けて挑戦していく人が増え
れば最高です。

ー今後、どんな介護の世界を作って行きたいと思っていますか？
新倉：地域包括ケアの枠組みの中で、その地域にマッチした住ま
い方や生きがいをもって生活できるような分野を育てる一助にな
りたいと思っています。可能な限りご自宅で過ごして頂きながら、
必要に応じて身近に病院・介護施設などの選択が可能となり、質
の高い生活を提供できる、スマートハウスやスマート介護施設な
どまちづくりにもつなげていきたいと思います。
長谷川：「介護を快護へプロジェクト」を立ち上げます。目的は、人
が生きていくために最低限必要な衣食住の三原則を介護施設と
いう場で徹底的に見直していくことです。簡単にＱＯＬ（生活の
質）といいますが、生活の質とはどういうことなのかを語り介護施
設だからこそ得られる幸福感を温めていきたいと考えています。
特養ではあるけれど特養らしくない、そういえばここは介護施設
だったっけ？というような人生の楽園の場にしていきたいです。
（協力企業募集中 ! ）

新倉昭人 氏

超高齢社会が進む中、介護現場は人材不足が深刻となっている。人だからこそできる介護をより大事にしていくために、モノをどのように活用していくの
か、企業の立場、高齢者施設の現場で活躍する２人からお話を伺った。
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東日本ソリューショングループグループ長
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認知症 と テクノロジー 新しい取組と実践
睡眠からの認知症へのアプローチ
ー超高齢社会の現状と今後をどのように捉えていて、それに対し
　て、現在どのような事業に携わられているのでしょうか？
碓田：このまま進むと医療や年金を含めた社会保障制度は破綻
してしまいます。まさに夢や希望の持てない、不安な社会へ突入
しそうです。認知症の増加はこれに拍車をかけています。根本的
な抑制策が必要です。新薬の開発などに依存せず、今できること
がたくさんあると、実感しています。『まちなか睡眠計測ステーショ
ン』は、認知症の増加をくい止める、医療現場からのシンプルな提
案です。

ー2025年には認知症の方が700万人になると言われている中、
　認知症という症状に対してどのように捉えていますか？
碓田：睡眠は、脳の休息や記憶の整理にとどまらず、グリンパ
ティックシステムという方法で認知症の誘因となる脳老廃物を排
泄しています（2013年マイケン・ネ―デルガード。ロチェスター大
学医療センター）。一方で、認知症発症の数年前から睡眠時に、
周期性四肢運動障害やレム睡眠時行動障害が出現することも知
られています。つまり睡眠の定量的な計測は、認知症予防や発症

前の小さな芽を見つけ、摘んでし
まうのに役立ちます。

ー睡眠が客観的にわかるように
　なる今回の取組をなぜ始めて
　みようと思ったのでしょうか？
碓田：８年ほど前から、認知症リス
クである「不眠」を定量的に計測す
る方法を探していました。自宅で
測れる、高齢者でも簡単に扱える

等、課題はいろいろありました。３年前に、パラマウントベッド社の
眠りスキャンを使用し、当院の患者、高齢者住宅等400例ほどの
計測を行い、不眠原因を定量的に表現できるようになりました。よ
り多くの人に使ってもらうために、「まちなか睡眠計測ステーショ
ン」を考えました。

ー具体的にはどのような声を現場から聞いてらっしゃいますか？
碓田：不眠で悩む人は多く、深刻です。定量的なデータは、その悩
みや深刻さ、原因を浮き彫りにしました。あまり神経質にならない
ように、お伝えするように注意しました。会ったこともない人に原
因を説明し、改善方法を伝えるのは不安もありましたが、的確に
伝わったようです。改善の報告、たくさんの感謝の手紙をいただき
ました。

ーこれからどんな社会になっていくと良いと思われますか？
碓田：一人一人が健康に責任を持つ社会になってほしいと思いま
す。社会保障制度が限界になったら、制度を支える行動が必要だ
からです。実際に行動してもらうために、誰でもできる、身近ででき
る、解決方法が楽しい、これらを備えた提案が求められます。睡眠
計測を事業化して、介護する人もされる人も、夜はぐっすり眠れる
社会にしたいと思います。

聞こえからの認知症へのアプローチ
ーcomuoonの特徴を簡単に教えてもらえますか。
中石：comuoonはこれまでの集音器や補聴器などの支援機器と
は違い、話す側で会話を支援をする世界で初めてのデバイスで
す。人間の言葉の理解には音量だけでなく明瞭度が大きく影響し
ています。その明瞭度をマイクやアンプ、スピーカーユニットで究
極まで高めることで言葉の聞き取りやすさを実現しています。

ー認知症に関連しての講演もされ始めたそうですが、
　具体的にはどのような声を現場から聞いてらっしゃいますか？

中石：comuoonをご利用になられて
いる医療機関の先生や看護師さんよ
り、「軽度認知症と診断された患者さ
んにコミューンを使うと普通に話しが
できている。これは単なる難聴ではな
いか？」とのお話を多数いただき認知
症専門医の先生と検証を行ったとこ
ろMMSEのテストでcomuoonを活
用することで点数が平均３点ほど違
う結果が見えてきました。認知機能の

影響で答えられないのではなく、聴えにくいことで質問内容が理
解できず答えられないという事実が分かりました。

ーこれからどんなことをしていきたいと思われますか？
中石：広島大学での共同研究を米国脳科学関連学会「14th 
Annual World Congress of Brain Mapping and Therapeutics」
にて発表し、その成果が米国神経学関連誌「Neuroreport」で掲
載されたことで「脳まで言葉を届ける」特許技術『Sonic Brain®
テクノロジー』が注目を集めています。その技術を活用し、防災、
会議、車両、など現在様々な用途開発・研究を進めています。

ーこれからどんな社会になっていくと良いと思われますか？
中石：現在、全国4000施設、計7000台のコミューンが活躍して
います。しかしながらまだまだ聞こえの課題について理解されてい
る行政機関や医療機関、介護施設などは少ないのが実情です。高
齢化を迎える中で「聞こえの知識と理解はすべてのサービス向上
につながります」この事実を様々な形でお伝えし、「ハードの進化
とともに、人々のハートも進化させ」高齢の方が安心して幸せに暮
らせるまちづくりを技術でサポートしていきたいと考えています。

2025年に認知症700万人時代と言われる中、認知症とテクノロジーの関係から、テクノロジーを応用して
最先端の取組に挑戦し続ける２人からお話を伺った。

碓田茂 氏
医療法人社団　フォルクモア
常務理事

中石真一路 氏
ユニバーサル・サウンド
デザイン株式会社
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