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Production of a practical use-oriented, electrically powered 

prosthetic hand using a rotation sensor 



（１） 課題 
筋電義手は，装飾義手や能動義手に比べて複数の優れた点がある 

装飾義手 

自分の意思で操作 機能なし 

筋電義手 

電動式 

能動義手 

ワイヤ式 

・１２０～３００万円 
・パワーがある 
・すぐに装着できる 
・体を使わず操作可能 

・１０数万円 ・４０万円 



（１） 課題 
義手の中での筋電義手使用の割合 
・ドイツ      ７０％ 
・アメリカ ２５～４０％ 
・イタリア     １６％ 
・日本       ２％  

筋電義手２％ 

能動義手８％ 

装飾義手９０％ 

※第１回義肢等補装具専門家会議（資料６），2012 

※陳隆明（たかあき），2012 

日本は 
電動義手発展途上国 
（装飾義手先進国） 



（１） 課題 

・高価（120～300万円）過ぎて実費購入できない⇒購入を断念 
・個人差がある⇒そもそも適合不可となる 
・支給審査基準が厳しすぎる⇒申請しても却下 
・訓練機関が少ない⇒通院が大変⇒自宅訓練が必要 
・習熟に時間がかかるが訓練期間が短い⇒習熟が十分ではない 
・使い勝手が悪い⇒支給されてもいずれ使わなくなる 

筋電義手を必要とする患者が 
社会補償制度の恩恵を受けられない！ 

▼我が国の筋電義手の実情 



筋電義手の研究は群雄割拠である 

しかし，いずれも実用化に程遠いものである． 
その理由は．．． 

どの研究も患者目線に立っていない！ 

大学レベルの研究 

ベンチャーレベルの研究 

５指個別駆動 

３Ｄ，低コスト，軽い，かっこいい 

・患者がいまそこにいる⇒いますぐ欲しい 
・夢を追いすぎる⇒数十年も待てない 
・筋電信号を使う⇒誤動作がなくならない 

東京電気通信大，広島大，東海大 

イクシィ＠ＤＭＭシェアオフィス 

（１） 課題 



（１） 課題 

※国立リハビリ障害者センター，2001 
▼筋電義手に対する意識（価格，外観，重量） 

外観 １位４２．１％ 悪い＋我慢できる 
重量 １位１８．４％  ５００～７００ｇ 
価格 １位３４．２％  １～３０万円 

現行の筋電義手と患者のニーズの間にギャップがある！ 

現行の筋電義手：１２０万円以上，７００ｇ～１０００ｇ 

▼筋電義手に対する意識（他の義手より劣っている点） 

１位 重い       １１／２７件（４０％） 
２位 誤動作      １１／２７件（４０％） 
３位 メンテ性の悪さ ４／２７件（１５％） 

※第１回義肢等補装具専門家会議（資料６），2012 

使い勝手が悪い！ 



（２） 解決策 

外観が良く，機能を持ち，軽量で（低価格な）義手 

軽量でシンプルな制御方式を持つ義手 

 現行の筋電義手と患者のニーズの間のギャップ 
 使い勝手の悪さ 

※茨城県立医療大学付属病院でのヒアリング結果，2012 

▼義手を選択する際の優先事項（価格，外観，機能） 

外観 ＞ 機能 （＞ 価格） 

▼筋電義手の課題（価格，外観，重量，動作） 



（２） 解決策 

 外観が良く，機能を持ち，低価格で軽量な義手 
 軽量でシンプルな制御方式を持つ義手 

 動く装飾義手 
 操作再現性がある計測制御技術を持つ義手 

シンプルな計測制御技術を持つリアルな電動義手 

▼コンセプト 

▼ニーズ 

▼目標 



（２） 解決策 

シンプルな計測技術⇒腕の回転を利用 
シンプルな制御技術⇒義手ハンドの動作を開閉のみ 
リアルな電動義手 ⇒ＭＲＩ画像に基づく義手ハンド 
              義手ハンドに基づく美装化 

▼手段 

シンプルな計測制御技術を持つリアルな電動義手 

▼目標 



（２） 解決策 

シンプルな計測技術⇒腕の回転を利用 

① 歪ゲージや曲げセンサを用いた皮膚センシング技術 

② 回転式センサを用いたセンシング技術 

  

  



（２） 解決策 

シンプルな制御技術⇒義手ハンドの動作を開閉のみ 



（２） 解決策 

リアルな電動義手 ⇒ＭＲＩ画像に基づく義手ハンド 
              義手ハンドに基づく美装化 



（３） ここまでの成果 

臨床実験（２０１３年１月実施） 

皮膚変形を利用した電動義手（２０１４年９月） 



（３） ここまでの成果 

▼欧州訪問結果2014年7月 
 ７/８（火）イタリア・ピサ The Biorobotics Institute訪問 

デモンストレーション 

デモンストレーション 装着体験 

講義室で記念撮影 



（３） ここまでの成果 

▼欧州訪問結果2014年7月 

 ７/１０（木）ドイツ・ミュンヘン ミュンヘン工科大学病院訪問 

意見交換 操作体験 



（３） ここまでの成果 

▼欧州訪問結果2014年８月 

 ８/２１（木）アメリカ・ロチェスター MayoClinic訪問 

打ち合わせした場所 

デモンストレーション 

操作体験 



（３） ここまでの成果 

▼欧州訪問結果2014年８月 

 ８/２６（火）アメリカ・アナーバー ミシガン大学病院訪問 

プレゼンテーション 打ち合わせ場所 

デモンストレーション 体験操作 



（３） ここまでの成果 
▼特許申請 全7件 

(1)森貴彦,「電動義手」,特願2012-140417, 2012.6.22国内特許申請 
(2)森貴彦, 中谷岳史,田中優弥,「バンド」, 特願2012-140417,2013.2.26国内特許申請 
(3)森貴彦,「電動義手」,PCT/JP2013/63004, 2013.5.9外国特許申請 
(4)森貴彦,「電動義手」,特願2013-217998, 2013.10.21国内特許申請 
(5)森貴彦，田中優弥，「人体検知装置」，特願2013-252624, 2013.12.06国内特許申請 
(6)森貴彦,「電動義手」, PCT/JP2013/63004，2014.10.9外国特許指定国移行支援採択 
(7)森貴彦,「人体検知装置」,特願2013-252624, 2013.12.06外国特許申請 

▼科研費，府省・地方公共団体・研究助成法人・民間企業等からの競争的資金（全22件，総額2,827万円） 
2012年（150万円） 
(1) 財団法人越山科学技術振興財団研究助成，研究代表，150万円 
2013年（1480万円） 
(1) 公益財団法人JKA機械工業振興補助事業研究補助個別研究，研究代表，300万円 
(2) ぎふ技術革新センター運営協議会共同研究助成事業，研究代表，300万円 
(3) A-STEP平成25年度第1回公募FSステージシーズ顕在化タイプ，研究代表, 800万円 
(4) 筑波大学産学連携推進プロジェクト，研究分担，80万円 
2014年（1197万円） 
(1)  文科省科研費挑戦的萌芽，研究代表，377万円 
(2) スズキ財団，研究代表, 170万円 
(3)  中部電気基礎研究財団，研究代表, 150万円 
(4)  ぎふ技術革新センター運営協議会共同研究助成事業，研究代表, 300万円 
(5) 三豊科学技術振興協会，研究代表，200万円 



（３） ここまでの成果 

▼ＴＶ，新聞 全１２件 
２０１３年 
（１）BSフジ「一滴の向こう側」【笑顔を再び…失われた身体を取り戻す（全５回）】 
   第５話：２０１３年８月３日（土）夜１０：００～１０：３０ＴＶ出演 
２０１４年 
（２）日刊工業新聞朝刊１面，２０１４年３月３１日 
（３）中日新聞夕刊１面，２０１４年５月２日 
（４）岐阜県知事定例記者会見，２０１４年９月１７日 
（５）岐阜新聞朝刊，２０１４年９月１８日 
（６）中日新聞朝刊，２０１４年９月２０日 
（７）ＮＨＫ「お昼のニュース」「ほっとイブニング」，２０１４年９月２４日 
（８）毎日新聞朝刊，２０１４年９月２５日 
（９）読売新聞朝刊，２０１４年９月２７日 
（１０）文教速報，２０１４年１０月３日 
（１１）日本経済新聞，２０１４年１０月２７日 
２０１４年 
（１２）東海テレビ「スーパーニュース」，２０１５年１月８日 
 



（３） ここまでの成果 

▼査読付き学術論文 

Transaction of Japanese Society for Medical and Biological Engineering, Vol. 51,  

No. Supplement（2013） 

 

▼国際会議論文 

1) Proc. of  2013 IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII2013), 

2) 36th Annual International Conference of the IEEE Engineering Medicine 

 and Biology Society (IEEE EMBC2014) 

3) 36th Annual International Conference of the IEEE Engineering Medicine 

 and Biology Society (IEEE EMBC2014) 

 

▼講演発表 
1) 電子情報通信学会技術研究報告. HIP, ヒューマン情報処理（2013) 
2) 日本機械学会第24回バイオフロンティア講演会講演論文集（2013） 
3) 電子情報通信学会技術研究報告. HIP, ヒューマン情報処理(2014) 
4) 電子情報通信学会技術研究報告. HIP, ヒューマン情報処理(2014) 
5) ロボティクス・メカトロニクス講演会(2014） 
 



（４） チーム 

岐阜高専 
電子制御工学科 森貴彦  

筑波大学 
整形外科 原友紀  

茨城県立医療大学付属病院
整形外科 原友紀  

東京大学電気系工学専攻 
染谷研究室 網盛一郎 

東京電機大学未来科学部 
ロボット・メカトロニクス学科・准

教授 岩瀬将美 

医療機関 

高専 

大学 

株式会社岩田鉄工所 
製造部部長 岩田真太郎  

企業 

他７社 

医工連携 
学学連携 

産学連携 

医工連携 産学連携 



新技術の特徴 

断端の回転運動が指令値生成 

特徴①・・・優れた操作性 

切断肢先端の骨の回転運動による 

ダイナミックな動きを回転センサで直接計測 

特徴②・・・優れた再現性 



事前に特別な訓練をしないですぐに装着使用できる． 

新技術の効果 
効果①・・・時間 

回転式センサは１個数万円である． 

効果②・・・安価 



想定される用途 

用途・・・電動義手 

• 前腕切断者用電動義手 



• 医療・福祉分野に興味を持つ企業を募集して
いる。 

• 組立・販売・調整・修理を一貫して行うことが
できる体力を持つ企業が望ましい。 

• 国内展開だけでなく海外展開も考えているの
で、代理店を持つ企業を望む。 

企業への期待 



■発明の名称 :電動義手 

■支援形態 : 国内特許出願 

■出願人 独立行政法人 国立高等専門学校機構  

■発明者 森 貴彦 

■出願番号、出願日 

出願番号       特願2013-217998 

出願日  2013-10-21 

本技術に関する知的財産権 



• 2012年4月 筑波大学医学医療系整形外科および 
         茨城県立医療大学付属病院整形外科 
         と共同研究開始 

• 2013年5月 株式会社岩田鉄工所と共同研究開始 

• 2013年8月 JST A-STEPシーズ顕在化事業に採択 

• 2014年4月 文科省科研費挑戦的萌芽に採択 

産学・医工連携の経歴 



岐阜工業高等専門学校 

産学連携コーディネーター 杉山 正晴 

 

ＴＥＬ 058-320-1245 

ＦＡＸ 058-320-1220 

e-mail sugiyama@gifu-nct.ac.jp 

産学・医工連携の経歴 


