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少子高齢化社会の現状と課題、 
今後の動向
当協会は、主に福祉用具・介護ロボットの開発
企業に対する支援と、利用される方たちへの普及
活動を行っています。今回は、まず日本の少子高
齢化についてふれたうえで、そもそも福祉用具と
は何か、どのような用具があるのかを押さえ、そ
の後、開発や普及支援に関わる国の動向、福祉用
具や介護ロボットの効果的な活用方法などをお話
しします。

●高齢者と介護職の現状

日本では、2016年に人口が1億2,700万人になっ
たのをピークに、以降は減少が続いています。そ
うしたなか、とくに75歳以上の人口が占める割合
が増加し、2065年には全体の25.5％にもなると予
測されています。要介護者の認定者数は、介護
保険制度がスタートした2000年当時は218万人で
したが、2018年には約3倍の644万人となっていま
す。
介護保険制度が創設された当初は、多くの人が

「福祉サービスを受けること」や「要介護認定を
受けること」への抵抗感を抱えていました。しか
し、保険料を納めていることから権利者意識が芽
生え、人々の抵抗感も弱くなり、要介護認定を受
ける方が増えていると考えられます。これは、要
介護2～ 5の重度の認定者数が、当初に比べ2倍程
度しか増えていないのに対し、要介護1と要支援
の軽度の認定者数が3.64倍と著しく増加している
ことからもわかります。
要介護認定者数の増加に伴い、介護職員数も
増加しています。2000年の54万人から、2016年
は183万人と、こちらも3倍強に増えています。一
方、2017年度の有効求人倍率をみると、全職種で
は1.50倍なのに対し、介護分野では3.50倍となって
おり、とりわけ介護分野の人手が不足しているこ
とがわかります。介護職員の就業形態を職種別で
比べると、施設などの介護職員は61％が正規職員
ですが、訪問介護職員の正規職員は30.3％で、非
正規職員が69.7％です。年齢構成は、施設などの
介護職員では30代や40代の割合が高いのに対し、
訪問介護職員は40代以降が多く、もっとも割合が
高いのは60歳以上で38.5％となっています。介護
の担い手の高齢化に伴い、長く働くことができる
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職場づくりをするためにも、ICTや介護ロボット
の有効活用が求められています。

●福祉用具・介護を補助するロボットの
需要の背景

2018年時点で6,580万人いる就労人口が、2040年
には5,650万人まで減少するといわれています。そ
して、現状の介護や医療の質を維持していくため
には、その就労人口の約19％である1,060万人の人
が必要であるとの推計が出ています。
国は、このような2040年の展望に対して「誰も
がより長く元気に活躍できる社会の実現」を掲げ
た社会保障改革を検討しています。この改革の
大きな柱としては、雇用・年金制度改革などを定
めた「多様な就労・社会参加の環境整備」、健康
寿命延伸プランを定めた「健康寿命の延伸」、医
療・福祉サービス改革プランを定めた「医療・福
祉サービスの改革による生産性の向上」がありま
す。このうち「医療・福祉サービス改革」のなか
に「ロボット・AI・ICTなどの実用化推進」が位
置づけられています。
一方で、給付と負担の見直しなどによる社会保
障の持続可能性の確保という課題があります。
現在、介護保険制度では1割負担を原則にしなが
ら、一部の所得が高い人は2割負担や3割負担と
なっています。現状の給付を維持していくために
更なる負担増も検討しなければならないかもしれ
ません。また、給付内容も現状のままでよいのか
との声もあります。一方、福祉用具や介護ロボッ
トのメーカー側の視点から考えると、給付を制限
したり公定価格化することは、開発意欲の低下を
まねきテクロジーの活用も鈍化する可能性がある
のです。こうしたバランスを見ながら慎重に検討
されていくと思います。
近年、高齢化は日本に限らずアジアや欧米で
も進んでいます。中国では65歳以上の人口が1億
8,000万人と、日本の人口を超えている状況です。
今後は、世界的な高齢化と人手不足が予想されま
す。つまり、介護ロボットや福祉用具の需要が世
界で高まることが予想されるというわけです。世
界に先駆けて高齢化社会を迎えた日本が、対策を
先導して進めていくことが期待されています。

福祉用具とは？

●福祉用具の定義とは

法律面から福祉用具の定義を見ていきます（資
料①）。
福祉用具には「福祉用具の研究開発及び普及の
促進に関する法律」があります。ここでは、福祉
用具は「心身の機能が低下し日常生活を営むのに
支障のある老人又は心身障害者の日常生活上の便
宜を図るための用具及びこれらの者の機能訓練の
ための用具並びに補装具」と定義されています。
さらに、障害者総合支援法により支給される

「補装具」や、障害者総合支援法により給付され
る「日常生活用具」、介護保険の保険給付の対象
となる「福祉用具」と、それぞれの福祉用具に関
する法律と、社会保障システムのなかで定義され
ています。
市場規模からみると、たとえば目や唇の動きな
どで意思伝達をサポートする重度障害者を対象と
した福祉用具（オーファン・プロダクツ）から、
障害の有無に関係なく誰もが使用できるユニバー
サルデザインやアクセシブルデザインのものま
で、範囲は非常に広くなっています。
次に、福祉用具と身体状況の変化について考え
ます。高齢者は、風邪や骨折などの身体状況の
変化により、閉じこもりや寝たきりなど、居室で
の生活が中心になり、身体機能や本人の意欲が
低下してしまうことがあります（資料②）。こう
した悪循環を避け、好循環の形にしていくために
は、きっかけが必要です。そのきっかけの一つと

資料①
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して、福祉用具などの活用が考えられます（資料
③）。
世界保健機関（WHO）により策定された「国
際生活機能分類（ICF）」という概念があります
（資料④）。これによると、人が健康な状態である
というのは、健全な「心身機能・身体構造」、生き
るための基本的「活動」、社会的な「参加」、これ
らが制約なく可能になっている状態であるとされ
ています。そしてこれらは、個人の特別な背景、
思いや願いにあたる「個人因子」と、その方の置
かれている「環境因子」とが相互に影響を与える
としています。介護施設や職員、住居、福祉用具
や介護ロボットはすべて環境因子に含まれます。

●介護現場のパラダイムシフトが�
求められる

福祉用具などを身体変化への好循環のきっかけ
や、よい環境因子にするためには、使用状況と適
合性の見極めが重要になります。たとえば、歩行

器一つを取っても、持ち上げながら進むものや、
車輪やかご付きのものなどさまざまなタイプがあ
ります。身体機能によっては、持ち上げながら進
むタイプを使うことで炊事や料理が可能になりま
す。しかし、適合性を誤り、車輪やかご付きのも
のを導入すると、これらの活動がしづらくなり、
かえって転倒など事故を起こしたり身体機能を
衰えさせたりしてしまいます。福祉用具や介護ロ
ボットの導入は、こうしたことも踏まえて検討し
なければなりません。
また、福祉用具や介護ロボットは、電源を差し
込めば誰もが同じように使えるわけではないこと
も、認識しておきたいことの一つです。導入を検
討する際は、介護者の介護力や使用する環境、高
齢者の意向などを分析し、効率のよい活用の仕方
を考える必要があります。最近の調査では、福祉
用具や介護ロボットを使った介護を望む高齢者が
多いとのデータも出ています。介護者の負担の軽
減を優先しつつ、利用者の気持ちも考えながら検
討していきましょう。
今、日本では、福祉用具や介護ロボットの開発
支援を積極的に行っていますが、開発者側と使用
者側との間に、意識のずれもあります。まず使用
者側は、現状の介護方法でよいのか、改善すべ
きところはないか、他の産業では当たり前になり
つつある新しい技術を介護の分野でも活用できな
いか、などのパラダイムシフトをしていくことが
重要だと思います。そしてメーカー側には、適用
できそうな技術などをきちんと介護現場の人たち
にフィードバックしていくことが求められます。
技術が先行すると、高額になったり機能が多過ぎ

資料②

資料③ 資料④
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たりして、使いづらいものになってしまいがちで
す。開発者側と使用者側が早い段階で連携し、ど
のような人にどのような場面でどのように使うの
か、どのようなケースにどのような機能を採用す
るのか、開発早期の段階から現場を想定したリス
クアセスメントなど、さまざまな事項を検討する
必要があります（資料⑤）。

介護ロボットの開発・普及に 
関する取り組み

●介護ロボットとは

「ロボット」の定義は「センサー、駆動系、知
能・制御系の3つの要素技術を有する、知能化し
た機械システム」とされています。大きく分ける
と、工場で使用される「産業用ロボット」と、医
療・福祉やメンテナンス、生活支援、アミュー
ズメントなど、多様な用途の活用が期待される
「サービスロボット」の2つがあります。介護ロ
ボットはサービスロボットに含まれ、利用者の自
立支援や介護者の負担軽減に役立つ福祉用具を
「介護ロボット」と呼びます。
2013年から、経済産業省と厚生労働省は連携し
て介護ロボットの開発重点分野を掲げています。
開発重点分野には、次の6分野13項目があります。
・移乗支援（装着／非装着）
・移動支援（屋外／屋内／装着）
・排泄支援（�排泄物処理／トイレ誘導／動作支援）
・見守り・コミュニケーション
　　（施設／在宅／生活支援）
・入浴支援
・介護業務支援
下線の分野や項目が、2017年の改正で追加され
たものです。これらは、2018年度から2020年度の
3年間、「ロボット介護機器開発・標準化事業」の
対象となっています。経済産業省から補助を受け
たAMED（日本医療研究開発機構）が民間企業な
どに補助や委託を行い、開発を進めるとともに、
現場への普及や海外展開に向けた環境整備を行っ
ています。

●進化する介護ロボット

介護ロボットには、具体的にどのようなものが
あるのかを見ていきます。

・移乗や移動を支援するロボット技術
高齢者自身による移乗や移動を支援するものと
して、ベッドが車いすに変形するものや、ベッド
から車いす、車いすからトイレといった座位間の
移乗、脱衣場での立位保持、歩行をサポートする
ものがあります。介護者の身体に装着し、高齢者
を持ち上げる負担を軽減するものや、非装着型で
高齢者を仰臥位の状態からシートで抱き上げて移
動するリフトなどがあります。収納型リフトは、
必要なときに出して部屋間を移動できるので場所
を取りません（資料⑥）。

・歩行やリハビリを支援するロボット技術
歩行アシストは、直接、身体に装着して歩行を
サポートするもので、さまざまなメーカーが開発
に乗り出しています。フレイルの段階から使える
ものをめざす動きが出てきています。電動アシス
ト歩行器では、上り坂を上ったり、下り坂を制御
したりするだけでなく、片流れ防止機能が付い
たもの、免荷式リフトで歩行のリハビリを行うも
の、データの「みえる化」ができる歩行訓練機器
などがあります（資料⑦）。

・排せつや入浴を支援するロボット技術
排せつの介護では、高齢者のプライバシーや尊
厳の保持など、精神的な負担が高齢者や介護者双

資料⑤
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方にとって大きいとの課題があります。簡易工事
で後付けできるポータブルトイレを水洗化し、に
おいや後始末などの課題を解決するものや、膀胱
の拡張を測ることで排尿のタイミングをみえる化
できるもの、排便を感知し、吸引や洗浄、乾燥さ
せるものなどがあります。入浴では、個浴にアシ
ストして入浴をサポートするものや、マイクロファ
インバブルという微粒子を噴出して洗いづらい部
分の洗体を支援する機器もあります（資料⑧）。

・外出を支援するロボット技術
次世代を感じさせる機能を搭載したものが出て
きています。たとえば、簡単に分解して持ち運び
ができる電動車いすが開発されました。通信モ
ジュールが備え付けられており、バッテリー残量
や歩行位置なども自らチェックできるなど、利用
者の利便性が高いものになっています（資料⑨）。

・服薬や腰への負担、自立を促すロボット技術
高齢者の薬の過剰摂取や飲み忘れが大きな問題

となっています。そこで、設定した時間に音声案
内が流れるなど、服薬を管理する服薬支援ロボと
呼ばれるものや、カレンダータイプで、薬を取り
出すと感知してスマートフォンに信号を送り、服
薬を管理できるものなどがあります。
腰にかかる負担軽減のためのロボットでは、電気
を使わずに、ばねの力だけで持ち上げて横方向へ
の移乗移動もできるようなものなども出ています。

・コミュニケーションを促すロボット技術
癒しの効果が期待できるアザラシ型ロボットが
あります。また、会話ができるものや、赤ちゃん
型でお世話ができるロボットなど、本人の意欲
や身体機能の引き出しが期待できるものがありま
す。聴覚の支援機器では、ワイヤレス対話支援機
器があります。これは、介護スタッフなどが話す
内容を、マイクを通して難聴の高齢者の近くに設
置したスピーカーに伝えるものです。マイクは服
に付けられるクリップ型などもあるので、話し手
は動きながらでも話すことができます。これまで

資料⑦ 資料⑨

資料⑥ 資料⑧
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はアイデアレベルの機能でしたが、最近は高齢者
向けの製品として非常に進化したものが出てきて
います（資料⑩）。

・リハビリや間接業務を支援するロボット技術
腕などに装着できる小さな端末で、リハビリの
データを記録したり、可動域を測定したりできる
ものがあります。また、足圧のデータを把握する
ことで事前に転倒リスクを共有できるほか、デー
タとして確認することで効果的な指導を期待でき
る機能が付いているものもあります。間接業務の
支援においては、浴槽の洗浄や湯張りを自動的に
してくれるものがあります。排泄パターンを記録
するものも出てきており、データを蓄積し、ふだ
ん行っている介護と比べることで、介護の質の向
上につなぐことができます。

・見守りやデータ共有化に寄与するロボット技術
これは日本がいまもっとも進んでいる分野で、
海外からも注目されている技術です。データ共
有に関するロボット技術では、心拍や呼吸、眠り
の深度などをデータ化し、介護の質を上げていく
ものなどがあります。転倒・転落を予防する見守
り支援機器では、シルエット画像を確認すること
で、ベッドからのはみ出しや起き上がりなどを検
知できるものがあります。検知前後の動画記録も
可能なので、振り返りや学びのツールとしても有
効です。暗いなかで利用でき、非接触で確認でき
ますので、介護現場では駆けつける際に優先順位
がつけられようになったとの声もあります。高齢者
の行動を一方的に制限するものとしてではなく、
本人の生活を可能な限りサポートするための機器
として活用できるとよいと思います（資料⑪）。

介護ロボットなどの 
効果的な利用を考える

●介護ロボットなどの導入支援に�
関する政策

厚生労働省は、福祉用具や介護ロボットに関
する事業を多数行っています。そのうちの一つが
「介護ロボット開発等加速化事業」です。「ニー

ズ・シーズ連携協調のための協議会の設置」（着
想段階）、「福祉用具・介護ロボット実用化支援事
業」（開発段階）、「介護ロボットを活用した介護
技術開発支援モデル事業」（上市段階）の3つの事
業からなっています。このうち当協会は、開発段
階にあたる「福祉用具・介護ロボット実用化支援
事業」を受託し、モニター調査や専門職によるア
ドバイス支援、類似する機器の機能や性能が比較
検討できる表示項目の検討などを行っています。
また、2019年の新規事業として、「介護ロボット
の普及拠点事業」が実施されています。日刊工業
新聞社が事業受託者となり、全国でシンポジウム
や体験展示、試用貸出などを行っています。
そして、消費税増収分を活用した新たな財政支
援制度である地域医療介護総合確保基金において
は、介護施設などに対する介護ロボットの導入支
援が行われています。介護ロボット導入計画を作
成した介護保険施設などに対し、都道府県が導入
支援を行うものです。2018年度からは1機器30万
円の補助が行われています。都道府県が認めた介

資料⑩

資料⑪
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護施設などの導入計画件数は、2015年創設時には
58件でしたが、2018年では1,037件と大きく伸びて
います。

●介護ロボットの効果実証に関する�
調査研究事業

2018年度の介護報酬改定において、見守り機器
の導入により効果的に介護が提供できる場合につ
いて、夜勤職員配置加算の要件が緩和される見直
しが行われました。それに伴い、介護ロボットの
幅広い活用に向けて、効果検証するために行われ
たのが「介護ロボットの効果実証に関する調査研
究事業」です。各施設に対し、介護ロボット種別
についてのアンケート調査が行われましたので、
結果をご報告します。

・介護ロボット導入のきっかけ
ほとんどの介護ロボット種別において、「理事長
や施設長の判断があったから」や「導入に関して
助成・補助があったから」との答えが多く見られ
ました。

・介護ロボット導入の目的
見守り機器以外の介護ロボット種別においては

「利用者の負担軽減」との答えが多く、すべての
介護ロボット種別においては「職員の負担軽減」
を考えたためとの答えが多くありました。移乗支
援（装着型と非装着の両方）については、「職員
の離職防止」との答えも多く、見守り機器につい
ては、「ヒヤリハット・介護事故の防止」のためと
の答えも目立ちました。

・介護ロボット導入効果（利用者に対する効果）
見守り機器以外の介護ロボット種別において
は「自分が介護者に気を遣わなくてよい」との答
えが多く、見守り機器については「転倒が減る」
「緊急時にすぐ対応してもらえる安心感がある」
との答えが多くなっています。

・�介護ロボット導入効果�
（介護職員に対する効果）
見守り機器以外の介護ロボット種別においては

「身体的な負担感の軽減」との答えが多く、見守
り機器については、「利用者の行動パターンが把
握できる」や「夜間の人数が少ないときに優先順
位の判断がしやすくなった」との答えが多くなっ
ています。

・導入するときに配慮した点
すべての介護ロボット種別において、「職員を
対象とした講習会やトレーニングの実施」がもっ
とも多くあがりました。また、「どのような課題分
析をして導入したのかを明確化する」や、「会議
や委員会などを通じた職員への周知と、合意形成
を図ることに配慮した」との意見も多く見られま
した。

・介護ロボットを導入していない理由
すべての介護ロボット種別において、「導入費用
が高額」「研修や使い方の周知が必要」「機器に関
する情報が少ない」との答えが多く見られました。

●介護ロボットの利用にあたり�
大切なこと

福祉用具や介護ロボットを利用すること自体が
目的化し、利用者の残存能力まで機械が奪ってし
まうことになれば、自立支援の視点が求められる
介護において本末転倒です。高齢者の「人生の継
続」「自己決定の尊重」「残存能力の維持・拡大」
などを考慮しながら、利用者の思いや願い解決
し、介護業務を円滑化する一つのツールとして慎
重に活用を検討することが重要です（資料⑫）。
一方で、深刻な少子高齢化が進むなかで、介護業
務において「ここはロボットを使える」などと意
識化・目的化していくことも必要な時期にきてい
るのかもしれません。
福祉用具や介護ロボットを活用するにあたり、
介護現場の方たちにお話を聞くと、やはり安全
性が一番に求められているようです。こうしたな
か、既存の福祉用具利用に伴う事故やヒヤリハッ
トは、その約7割が目的外使用や誤作動で起きて
いるとのデータがあることも認識しておきましょ
う（資料⑬）。
また、介護にかかる時間の短縮も求められてい
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ます。経営者や施設長などのリーダーが、福祉用
具や介護ロボット活用するにあたっての現場の声
やコスト、運用、適用などについて、しっかりと
課題を検討していくことが重要だと考えます。
福祉用具や介護ロボットの導入で効果を上げて
いる施設のお話を聞くと、資料⑩（PPT76ペー
ジ）のような検討プロセスを繰り返しながら、常
に施設内で互いが研鑽し、情報を共有しながら上
手な活用を考えていることがわかりました。（資料
⑭）
この度、国でも介護福祉士養成課程における教
育内容の見直しが行われ、2019年度から福祉用具
や介護ロボットの活用が盛り込まれた内容に変更
されました。また、厚生労働省の2019年度の老人
保健健康増進等補助事業でも福祉用具や介護ロ
ボットを活用した人材育成に関する調査研究が進
められています。
今後、福祉用具や介護ロボットに関する知識の
習得や、介護現場において効果的に活用すること
ができる人材の育成が、ますます重要になってい
くでしょう。
ご清聴ありがとうございました。

資料⑫

資料⑭

資料⑬

施設で役立つ介護ロボット・ICT最新動向
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