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Empower People to Live Quality Lives

AI リハビリ用外骨格ロボットの最新動向
及び

台日の臨床における検証の協力

緯創医学科技株式会社
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内容

• 下肢外骨格ロボットの歴史と分類

• リハビリロボットのチャンスと課題

• リハビリロボットの最新動向

• 台日の臨床における検証の協力
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下肢外骨格ロボットの分類
• 4大カテゴリー:

• 医療:体の不自由な人向け
• 産業:介護者を含む、負傷や疲労しやすい仕事の従事者向け
• 軍用:より重い荷物を運びスタミナを高めるための兵士向け
• コンシューマー型:運動トレーニング、レジャー、娯楽などで使用

Medical Industrial Military Consumer
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ロボットの歴史
• 1890年、ロシアのNicholas Yagin

が初のパッシブ外骨格を開発。
• 1950年代、ハリウッド映画や日本

のコンピュータゲームとアニメに想
像上の外骨格型パワードスーツが登
場し始める。

• 1966年、最初のパワードスーツが
GEの研究開発で誕生。重い物を持
ち支える全身用外骨格で、
Hardimanと名付けられた。

• 1972年、初の医療用外骨格がユー
ゴスラビアのMihailo Pupin 
Instituteで研究開発された。

Hardiman

Mihailo Pupin Institute
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ロボットの歴史

Power Assist Suit BLEEX Roam Elevate XO

• 1990年、日本の神奈川工科大学が最初の介護用外骨格型アシストスーツ
を生み出し、看護師がベッドからの患者の抱え上げ動作を支援。Power 
Assist Suitと名付けられた。

• 2004年、米国カリフォルニア大学バークレー校では兵士の重量物運搬能
力を高める最初の軍用外骨格が開発され、BLEEXと命名。

• 2016年、米国Roam Roboticsが最初のレジャー用外骨格を開発、ユーザ
ーが楽にスキーができるようにサポート。Elevate XOと命名。
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リハビリロボットのチャンスと課題
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医療産業に影響するメガトレンドがもたらすチャンス

人口の高齢化
医療人材不足
医療コストの上昇
環境インパクト、汚染、消耗
新興経済国の医療需要の増加
不健康な飲食、習慣による慢性病増加
流行病、感染症 (HIV, Ebola, SARS, MERS, Covid-19, etc.)

予防的、予測的、個別化、精密化
モバイル医療、遠隔医療、AI、IoT、ロボット

問題
と

課題

業界の
方向性

trends
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世界中多くの国が人口の高齢化に直面

65歳以上人口の割合→
=高齢化社会 =高齢社会 =超高齢社会

ー各国の高齢社会から超高齢社会への移行年数

世界最速の高齢化速度!

台 湾
シンガ
ポール
韓 国
香港

日本
フランス
ドイツ

出 典 、国家発展委員会《中華民国人口推計2014~2016年》

超高齢台湾は2025年
に、高齢社会
から超高齢社
会へ突入し、
高齢化速度は

世界一

• 世界人口の高齢化（>65歲）:2015年 5.6億人、2020年 6.1億人。
2050年には、世界中60歲以上の人が総人口の50%に迫ることに。
• WHOの定義:



8Confidential

• 高齢化により、高齢者医療ケアが多くの国で深刻な課題となりつつある。台湾は2018年3
月に、65歳以上の人口が総人口の14%を超え、本格的に「高齢社会」に突入した。2026
年頃には、20%を突破し、「超高齢社会」に向かうと同時に、出生率が大幅に低下(少子
化)すると見込まれ 、介護人材の需要と不足が急速に拡大している。

台湾は既に高齢社会に、介護人材が大幅不足

10年後、介護人材が5.5万人不足!
衛生福利部の統計によると、台湾には2.1
万人の介護人材が既に不足している。要介
護者と認知症の有病率からすると、台湾で
介護を必要とする人口は20年で2倍
になると見込まれている。しか
し台湾の労働力供給は減少して
おり、もし現在同様、千人の中
に3人⾧期介護が必要だと、20
年以内に介護人材不足は8.7万人
となる。今年の外国人介護労働
者数は24万人であるため、更に
その3分の1にあたる外国人介護
労働者を導入しないと足りない
ことに!

介護必要者数
（単位:万人） 介護必要者数（単位:万人）

介護人材不足（単位:万人）
労働市場で提供可能な介護者数（単位:万人）

人材不足／
提供される介護者（単位:万人）

20年以内に、
介護必要者数が
2倍に!

労働力が減少中、
この年の介護人材
不足は2.1万人

10年後、介護
人材不足は
2倍に拡大

20年後、介護
人材不足は
4倍に拡大

出 典:国家発展委員会、衛生福利部、鄧素文、王雲東 整理:楊卓翰
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Smoking

肥満は筋骨格系の機能制限と関連し、活動能力、体力、姿勢、
動的バランスが制限されるなど、機能障害のリスクも高まる。
肥満は骨折や変形性関節症のリスクを同時に大幅に高める。

不健康な飲食・生活習慣 = 慢性病 = -$$$
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世界の神経・筋骨格系疾患患者の人口（単位:千人、年齢層別）
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全体的な補助装置市場の成⾧
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従来型補助具企業は補助器具のスマート化に挑戦

領域横断的・学際的・
技術指向・ユーザー指向
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リハビリロボットの課題
• 既存事業者は未だ収益化できておらず、リハビリロボットの大規模採用を妨げる要因には市

場へのアクセス（規制や経路）、製品の複雑性、高コストと販売価格、運営などの課題がある。
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リハビリロボットの課題
ユーザーの異質性

プライバシーと情報
セキュリティ問題意識と認知

産業発展は
FDAの責任にあらず

保守的な法規
ある医療機器業者の分析によると、⾧き
にわたり、台湾の主管機関である台湾衛
生福利部食品薬物管理署（FDA）は、自
国で製造されたクラスⅡ以上の医療機器
の認証・許可証発行に保守的だという。
台湾の業者が自ら研究開発と生産をした
くとも、まず回り道をしてアメリカFDA
の認証を取得しないと、台湾でライセン
スを取得し販売できないとのこと。
問題は、台湾市場の小ささ。業者にとり
アメリカまで回って、高額の研究開発と
臨床認証のコストをかけて、台湾に戻っ
ても、万一台湾の病院から注文がなけれ
ば、いっそ海外ブランドを購入するだろ
う。それなら業者は研究開発コストを削
減して直接輸入代理をすれば良いことに
なる。
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価格戦略

市場ニーズを
どう研究する?

ICT産業に対し
発展が緩やか

ICT産業

補助具産業

リハビリロボットの課題
所需輔助產品

認知程度
足够數量
可負擔性

可取得、使用性
適用、適應性

可接受性
質量
採用

顧客のニーズ

顧客の予算

必要な補助具製品

容認可能性
品質
採用

融通、順応性

可用性
購入可能性

認知度

アクセシビリティ

少量多品種、ニーズが分散しすぎてい
る可能性、ニッチ化
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外骨格市場の予測
• 世界中の外骨格市場は急成⾧し

ているがニッチ市場であり、
2025年までの10年間の複合年間
成⾧率は約40%、収益は19億米
ドルに達すると見込まれてる。

• 2025年には、医療用外骨格の市
場規模は10億米ドルに達し、最
大の外骨格市場となる。

• 産業用外骨格の出荷量は最大だ
が、ASPが非常に少ないため、
大部分はパッシブデバイスにな
るだろう。

• 軍事・スポーツ用外骨格は比較
的小規模市場。
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• 欧州とアジアが最大の外骨格市場であるの
は、人口の高齢化と北米よりも大きなハイ
エンド製品・労働集約型の製造拠点（労働
力も高齢化）であることが原因である。

• 軍用外骨格は米国、中国、ロシアが推進。

世界中の外骨格ロボット市場 (地域別)
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リハビリ用外骨格ロボットの最新動向
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• 集中化
• 治療
• 大衆化

• 分散化
• 予防
• 個別化

メディカルヘルスケアのトレンド

家での外骨格使用でリハビ
リ頻度と運動量を増加させ
られ、ひいてはその効果を
高め、車いす使用時期を遅

らせたり防止できる。

クラウドでサポートされる外骨
格でリハビリの進捗状況をリモ
ートでモニタリングし、トレー

ニング計画を更新できる。
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新たな外骨格 = ロボット + 医療 + 情報通信技術 + AI
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外骨格ロボット発展の方向性
製品改善の方向性:
• 車いすのように家で使うデバイスに
• コストと販売価格の大幅削減・低下
• より小さく目立たないよう

（ズボンの下に装着）
• より軽く、快適に
• 着脱がより簡単に
• より自然で敏捷な動きに
• より⾧いバッテリー寿命
• 初心者でも使いやすく、臨床における

専門家と患者の訓練時間を短縮
• 收集されたデータとパラメータの

リアルタイム更新と調整
• 単脚使用
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台日の臨床における検証の協力
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医療用外骨格に対するウィストロンの理想と抱負

社会価値を創造し

人々の移動能力を回復して
生活改善を助けるための

主要な貢献者となる

Create social value and 

become a major contributor
in helping people regain their

mobility to live better lives

ウィストロンが投資した外骨格企業3社:
• B-Temia（カナダケベック）

非全身性まひ患者に使われるKeeogoと呼ばれる
医療用外骨格と、Onyx と呼ばれる軍用外骨格が
ある。

• FREE Bionics（台湾新竹）
下半身まひ患者に提供されるFREE Walk と呼ば
れる医療用外骨格と、脳卒中のリハビリに使われ
る単脚型のKneeBoと呼ばれる外骨格がある。

• SuitX / U.S. Bionics（米国ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ）
労働者の負傷や疲労を防止する産業用のパッシブ
外骨格（ShoulderX、BackX、LegX）がある。
ほかにも下半身まひの患者向けにPhoenix とい
う医療用外骨格を発売。
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フリー・バイオニクスと日本の医療機器販売代理店USCIジャパンの森清隆社⾧が歩行支援ロボ
ットの商用製品を日本の10以上の主な病院に普及させるべく、提携契約を締結した。
フリー・バイオニクスの巫震華CEOは、再度立ちたいという障がい者の切なる望みが、チーム
が研究開発への注力継続にこだわる動機であり、「再び立つこと」と「歩くこと」を楽しみに
している人達を満足させたいと述べた。
緯創医学科技の黄俊東技術⾧は、将来の医療技術の発展のトレンドを前に、緯創がキーテクノ
ロジーと研究開発能力を医療分野で活用することで、社会の人々により多くの幸福をもたらす
ことが望まれると語った。

フリー・バイオニクスの外骨格ロボット – FREE Walk
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フリー・バイオニクス 外骨格ロボット – FREE Walk

Stand Up & 
Walk Again

Complete spinal cord injury



26Confidential

Keeogo 外骨格ロボット
89-yr old with Parkinson’s Disease

58-yr old with hip osteoarthritis
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http://www.techno-
aids.or.jp/WelfareItemDetail.php?RowNo=1&Yougu
Code1=02037&YouguCode2=000001&DetailStatus=

https://Keeogo-japan.com/

Keeogo 外骨格ロボット
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急性期と亜急性期の体幹コントロール能力が比較的弱かったり、平行障
害のある患者にとり、Keeogoを懸架システムと組み合わせて使用すれ
ば、安全を確保でき、直立姿勢を実現し、さらに早い段階で体重の負荷

をかけ歩行訓練を可能にすると同時に、療法士の負担を軽減する。
BestShape AirWalk

直立式移動懸架システム

BestShape Walker 前腕支持型歩行器
限られた空間での使い方

Keeogo 外骨格と関連デバイスの組み合わせで、使用範囲を拡大
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日本の専門家チームによるKeeogoの革新的応用
• 患者はクリニックでリハビ

リをおこなうほか、リハビ
リと患者の好きなスポーツ
と結び付けることでやる気
を起こさせる効果があり、
明確な目標が増える。

• ユーザーには非常に潜在能
力があり、Keeogoでその
能力を発揮するサポートが
できる。

• 機能回復状況に応じて機器
を調整し、目標となる操作
レベルを上げられる。

Cerebellar 
ataxia
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日本の専門家チームによるKeeogoの革新的応用

Stroke patients
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• Rehappy Clinic, located in Setagaya 
District in Tokyo, Japan

• Yuji Kashima, Chief PT Officer & Owner, 
Keeogo Master Trainer

• Offers individual Keeogo training 
sessions 

• Conducts Keeogo Caravan field trips for 
patients to engage in sports

• スポーツ団体と共に屋内外のイベントを組
み立て、Keeogoをサッカー、ボーリング、
ゴルフなどのスポーツ活動に取り入れてい
る。

Keeogo Japan & Rehappy Clinic
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生活に
溶け込んだ治療

これほど
簡単で幸せ

だとは

今朝出勤して、KEEOGOを装着した担当患者さんを
お連れし外出。目的はセブンイレブンで患者さんが
ずっと楽しみにしていたカフェラテを買うこと。カ
フェラテを飲み満足げな患者さんの笑顔。生活に溶
け込んだ治療はこんなに簡単だったのか~

華揚医院 ロボットリハビリセンター

なぜ
幸せに
届かない?

幸せに
届かない
なんてことない
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革新・誠実


