
様式１（介護ロボット等モニター調査事業 資金交付申請書） 

 

平成 29年 8月 31日 

 

公益財団法人テクノエイド協会 殿 

 

（申請者） 

                  〒230-0045 

住所 神奈川県横浜市鶴見区末広町1-1-40 

   横浜市産学共同研究センター実験棟F区画 

事業者名 WHILL株式会社 

担当者所属 営業・マーケティング部 

担当者名 久保田 洋介 

電話番号 045-633-1471 

電子メールアドレス y_kubota@whill.jp 

 

介護ロボット等モニター調査事業 資金交付申請書 

 

貴法人が福祉用具・介護ロボット実用化支援事業の一環として行う「介護ロボット等モニタ

ー調査事業」について、下記の書類を添付して申請します。 

 

 

記 

 

１．介護ロボット等モニター調査計画書（別紙） 

 

２．会社概要（任意様式） 

 

（本書類の取り扱い等について） 

○ ご提出いただく「モニター調査計画書（別紙）」は、介護施設等とのマッチングのために

公開いたします。公開可能な範囲において、できる限り記載してください。 

○ 「モニター調査計画書（別紙）」は、介護施設等とのマッチングに際して、インターネッ

ト等を通じて登録協力施設等へ情報提供します。 

○ 依頼する案件について、モニター調査に協力いただける介護施設又は団体等が現れない場

合には、実施できない場合もあることを予めご承知置きください。 



（別紙） 

平成 29年 8月 31日 

 

介護ロボット等モニター調査計画書 

 

１．申請者の概要 

事業者名 WHILL株式会社 

担当者名 久保田 洋介 

担当者連絡先 

住所 
〒230-0045 神奈川県横浜市鶴見区末広町1-1-40 

横浜市産学共同研究センター実験棟F区画 

電話 045-633-1471 

電子メールアドレス y_kubota@whill.jp 

主たる業務 

1.モビリティーと福祉機器と医療機器の開発、製造、生産、販売 

2.プロダクト製品の開発、製造、生産、販売 

3.アプリケーション等のシステム開発 

4.社会交通システムの企画、またそれに伴うシステム、デバイスプロ

ダクト開発、等 

主要な製品 WHILL ModelA、WHILL Model M、WHILL Model C 

希望する施設等の

種類・職種等 

有料老人ホーム 

リハビリテーションセンター 

デイサービス（外出支援サービス）など 

希望するエリア 神奈川県、東京都近郊 

その他 特に無し 

 

２．申請機器の概要 

機器の名称（仮称） WHILL Model C 

機器の概要 

（写真添付） 

 

１．主な対象者 

<疾患例> 

・脳出血等による片麻痺 

・脊損による下肢麻痺 

・膝や下肢に麻痺や痛みがあり、歩行時間が限られている 

・心肺機能低下による外出時間が限られている 

<心身機能> 

・体重 100kg以下 



・機器操作のための判断能力があること 

<活動> 

・手すりがあれば立ち上がりは可能だが、自立での歩行は困難な人 

・日常生活では大概のことを一人で可能だが、遠くへ外出するには心

理的、身体的不安を感じている人 

<使用環境> 

老人ホーム、リハビリテーションセンター、病院、自宅 

 

２．使用目的・機能 

被介護者の屋外での移動を支援することで、介助者なしまたは介助者

の負担を軽減して外出することができるようになる。WHILLの操作内容

を採点することで安全な外出を心がけることができ、家族や介助者も

安心して外出を見送ることができる。 

 

３．写真 

 

４．使用方法 

WHILL Model C（通信モジュール搭載）を貸与し、1週間〜2週間程度の

間、利用して頂く。操作内容のスコアリング機能を用意し、操作結果

を毎日確認してもらい安全な運転ができるようにする。 

 



現在の開発状況と

課題 

機器に関するリスクアセスメント（安全性の評価と確保対策） 

以下のリスク軽減対策を施している。 

・下り坂での速度制限。 

・最高速度を下方変更するための機能付加 

使用者の身体の能力及び運転適性が低下した場合、最高速度の下方変

更等が可能である。 

 

現在の開発に関する課題 

操作の評価にあたって基準となるデータがないため、仮説を立てる必

要がある。 

 

 

３．モニター調査の内容（できるだけ具体的に記載してください。） 

（実用化に向けてモニター調査で明らかにしたい事） 

スコアリング機能により、WHILL Model Cの操作性が向上するかどうか。またスコアリング

機能により評価された結果が、実際の操作状況と照らし合わせて、適切に評価できているか

どうかを明らかにしたいと考えています。 

 

（モニター調査で協力施設に、協力をお願いしたい作業内容） 

① 施設内外での利用可能範囲や収納場所、充電場所の確認等、施設利用に問題がないかの

確認。また、施設職員・介助者が遠隔モニター機能を利用する場合、使用する場所、シ

ステム環境の確認。 

② WHILL利用者の操作技術の変化をアンケート方式で回答頂きたい。 

事前に利用者の状態、施設の設備周りをヒアリングさせて頂きます。 

ご利用者1人当たり1週間〜2週間程度、WHILL Model Cを貸与いたします。施設の方に事前に

WHILLの操作説明、モニター機能の説明等を実施します。利用者様には施設の方からご説明

願います。 

対象の方数名にWHILLに乗って生活して頂き、操作技術の改善を促します。 

また、施設職員の方には、スコアリング機能により評価された結果が、実際の操作状況と照

らし合わせて、適切に評価されているかをアンケート方式で回答して頂きたいと思います。 

その他ご要望がありましたら決定後直接ご相談ください。 

 

（注）必要に応じて記載欄を増やしてください。 



















１ ． 会社名
WHI LL　 株式会社

２ ． 所在地
住所 神奈川県横浜市鶴見区末広町一丁目1番40号F区画
電話番号 045-633-1471
FAX番号 045-633-1472

E-mai l i nf o@whi l l . j p

URL ht t p: //whi l l . j p

３ ． 設立年月日

４ ． 事業内容
1. モビリ ティ ーと 福祉機器と 医療機器の開発、 製造、 生産、 販売
2. プロダク ト 製品の開発、 製造、 生産、 販売
3. アプリ ケーショ ン等のシステム開発
4. 社会交通システムの企画、 またそれに伴う システム、 デバイ ス
プロダク ト 開発、 等

５ ． 資本金
7, 000, 000円

６ ． 主要株主

WHI LL I nc. ( U. S. A. )  100%

７ ． 役員
代表取締役 内藤 淳平
代表取締役 福岡 宗明
取締役 杉江 理
取締役 五寳 健治

８ ． 主要製品

1. WHI LL Model  A

2. WHI LL Model  M

９ ． 沿革
平成24年5月 WHI LL株式会社　 法人登記
平成24年10月 Open Net  Wor k LAB demo day 第五期生優勝
平成24年11月 Tech cr unch TOKYO 2012 St ar t up Bat t l e 優勝

※技術系ベンチャ ーの日本最大のコ ンテスト
平成26年9月 1100万ド ルの資金調達を 発表
平成26年9月 WHI LL Model  A限定50台発売
平成27年1月 台湾において本格量産を 開始
平成27年2月 日経優勝製品サービス賞　 最優秀賞受賞
平成27年11月 2015年度グッ ド デザイ ン大賞（ 内閣総理大臣賞）
平成28年5月 1750万ド ルの資金調達を 発表

会社概要

平成24年5月11日

mailto:info@whill.jp
http://whill.jp/
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