
腰への負担が⼤きいすべての作業現場で、
ユーザーを守るパワーアシストスーツ。

医療科学とロボット⼯学の融合

the exoskeleton to fight back pain at work



医療科学とロボット⼯学の融合で、健康に貢献します。

Japet.Wのコンセプト

ワークウェアとの融合

メディカルスタンダード

◉ モーター搭載でユーザーの動きに完璧に対応

ユーザーに寄り添うパワーアシストスーツ

◉ 「軽く」「快適」「場所を取らない」着⽤しやすいデザイン

◉医療規格に準じた⾼機能設計で、健康上のメリットを保証

concept

重量物の運搬 繰り返しの作業 リスクのある姿勢

ユーザーの腰への負担と活動をサポート
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Japet.Wは、さまざまな現場で活動する
作業者の腰への負担を軽減します。

⾷ 品建 設医 療 /  介 護産 業 物 流

appli
cation さまざまな業種に対応

モ ー タ ー 搭 載 で 、 作 業 者 の 動 き に 完 璧 に 対 応
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supe
riority Japet.W 3つの優位性

背⾻を守る優位性 1

優位性 2

優位性 3 固定された姿勢

移動性の維持

検証データに裏付けられた確かな効果

Japet.Wを装着することで、ユーザーの健康と安全を確保し、
作業の快適性と⽣産性を⾼めます。
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◉背⾻への負荷を抑える
◉腰部の疲労を抑制する
◉痛みを緩和する

背⾻を守るsuperiority 1

検証データ

［動作時の腰部圧⼒のシミュレーション］ ［椎間板内圧の内部測定］

［腰部に痛みを抱えた作業者の
作業状況が腰痛に与える影響］

［腰部に痛みを抱えた作業者の作業状況
における腰痛への影響］

※ 詳細は、Appendix 参照 →P.11/12/13
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腰への負担が⼤きいすべての作業に対する
背⾻への機械的ストレスの軽減や負荷を抑制する効果



◉作業中の快適な動き
◉筋活動の維持

移動性の維持superiority 2

検証データ

［荷揚げ時の筋活動への影響］

※ 詳細は、Appendix 参照 →P.14
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作業者の動きにリアルタイムに追従し、
⾃由な動きや筋⾁の活動を維持する効果



◉稼働領域は維持
◉腰に負荷のかかる姿勢は回避

検証データ ※ 詳細は、Appendix 参照 →P.15
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固定された姿勢superiority 3

作業中の背中の姿勢や腰部の安定性の維持や
危険な姿勢の制限、腰を守るための正しい動作を育成する効果

［稼働領域および姿勢の分析］



ユーザーの声

カンタン装着

design 作業の効率性と快適性

装置と⼈が⼀体化。ユーザー視点により開発された独⾃の設計。

ワークウェアのように 最適な設計モーター搭載

モーター電源を⼊れて
稼働させることで、装
置と⼈を⼀体化します。

わずか30秒で着⽤可能。
作業準備のための⼿間
を省きます。

ワークウェアとの融合
により、快適な着⼼地
を可能にしました。

軽量かつコンパクトな
設計で、収納性にも優
れています。

Japetは、腰痛と戦う唯
⼀信頼できる製品であ
り、会社の健康、安全、
福祉へのグローバルな
取り組みの⼀部です。

Japetは、⻑時間⽴った
姿勢で作業することに
よる腰の痛みを和らげ
てくれました。

Japetは、体幹の可動性
を助け、仕事の喜びを
取 り 戻 し て く れ ま し
た！

Japetは、私たちにとっ
て、必要不可⽋な作業
ツールになりました。

エアバス
R＆T製造エンジニア

エンジー ソリューションズ
運⽤チームリーダー

CICF
ジュネーブ
⾚⼗字国際委員会の倉庫管理者

SNCF 
⼈間⼯学/組織/ヒューマンファクター
マネージャー
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装着⽅法

detail Japet.W のしくみ
各部名称

上部調整

バッテリー

下部調整

上部リール

上部調整

下部アタッチメント

[ 右側⾯ ] [ バッテリー収納 ][ 正⾯ ] [ 付属品 ]

バッテリーを所定の個所に格納し、装
置を腰の周りに装着し、上下部アタッチメ
ント（マジックテープ）で固定します。

Japetの装着

コントロール
ボタン

下部リール

装置が腰に配置されているか、
シェルを下へスライドさせて
確認します。

装置が左右対称になるように
サイドのラインとズボンの縫
い⽬を揃えます。

最後に、上下リールを回して
フィット感を調整。体型に合
うよう締め付けます。

腰の位置を確認 左右の位置を確認 フィット感を調整
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■バッテリー

■充電器
シェル



導⼊のフロー

infor
mation 導⼊に向けてのご案内

お問い合わせ

作業内容の評価

トレーニングと導⼊

実装評価

WEB/メールから、お気軽にお問い合わせください

https://t-i-trading.co.jp/contact/
ti-toiawase@t-i-trading.co.jp

パワーアシストスーツと作業内容との適切性を理論的に検証します。
続いて⾏われる現場テストでは、パワーアシストスーツが作業内容と
その環境に適応しているかどうかを検証します。

パワーアシストスーツの使⽤には、事前のトレーニングが必要です。
機器の導⼊時には、ユーザー様や管理者様に、パワーアシストスーツ
の着⽤⽅法や使⽤⽅法をトレーニングします。

パワーアシストスーツがユーザー様に受け⼊れられることを保証する
ために、医療現場からヒントを得たモニタリング⼿順を提供します。

→

製品仕様

会社概要

重量

稼働電源

サイズ

製造元

2 kg（充電池込み）

連続 7 時間

２種類

フランス
manufactured in Lille, France

商号 ティー・アイ・トレーディング株式会社
T. I. Trading Co., Ltd.

設⽴

代表取締役

所在地

電話番号・FAX

U R L

メールアドレス

https://t-i-trading.co.jp

1992年6⽉

⽴花 隆志

東京都⼤⽥区⼤森北2-9-14 ⼆島ビル2F
東京都⼤⽥区⼭王2-21-11

03-5763-8177／ 03-5763-1052
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Appendix

1.動作時の椎間板内圧の分析
2.椎間板内圧の内部測定
3.実際の作業環境で発⽣する腰痛への影響
4.重い荷物を運ぶ際の筋活動の分析
5. Japet装着時の可動領域および姿勢の分析

・・・・・・・・・・・・・P.11
・・・・・・・・・・・・・・・P.12

・・・・・・・P.13
・・・・・・・・・・P.14

・・・・・・P.15

科学的な検証



動作時の椎間板内圧の分析Data-1

⽬的

⽅法

結果

事前に設定した3つの動作において、Japetを装着・
未装着時の腰への圧⼒を分析し、Japet装着時の効
果測定を⾏います。

世界中で広く利⽤されている筋⾻格メカニクス解析
ソフトウェア、Anybody Modeling Systemを⽤い
て、腰部分に4kgの⼒を加え、Japetを装着した場合
と未装着の場合の腰椎椎間板内圧を分析します。

右記のグラフの通り、 Japet未装着時に⽐べて、
Japet装着時は腰椎（腰椎椎間板※）の圧⼒曲線の数
値が低いことが分かります。

以上のことより、また、Japetを装着することで腰椎椎間板内圧が軽減し、腰部分への炎症を抑える効果
があるといえます。2つのカーブが左右対称になっていることから、Japetを装着しても腰部分へのバラン
スが崩れないことが証明されています。

※腰椎椎間板内圧が⾼い場合、椎間板と椎間板周囲が圧迫されて
いることを⽰します。これらが炎症や⾎流障害をきたすことで、
神経や筋⾁の痛みを⽣じ、腰痛の原因となります。
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椎間板内圧の内部測定Data-2

⽬的

⽅法

結果

前ページで得られた結果を検証するため、
⼈体を対象とした研究を実施します。

5つある内の4番⽬と5番⽬ の椎間板に圧
⼒センサーを設置し、 「Japetを作動、2
分後に停⽌」という⼀連の動きを5回⾏い、
腰椎椎間板内圧を分析します。

右記のグラフの通り、 4番⽬と5番⽬ の腰
椎椎間板内圧は、Japet未装着時に⽐べ、
約40％減少しています。

以上のことより、Japetを装着することで、腰椎椎間板内圧が減少し、腰部分への炎症を抑える効果があ
ります。
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実際の作業環境で発⽣する腰痛への影響Data-3

⽬的

⽅法

結果

腰痛に悩まされている作業者に対して、
Japet 装着時の効果を分析します。

腰痛に悩まされている8⼈の作業者が、
Japetを装着した場合と未装着の場合の1
週間の作業中の痛みを評価します。また、
毎⽇Analogue Visual Scaleという独⾃の
表で痛みのレベルを測定します。

右記のグラフの通り、作業者達はJapetを
装着することで、⽇々の痛みが増加して
いないと感じています。また、作業者達
はJapetを装着することで、⽇々の痛みが
減少しているとも感じています。
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重い荷物を運ぶ際の筋活動の分析Data-4

⽬的

⽅法

結果

Japetが腰部分の筋⾁に与える影響を分析します。

Japetの装着時・未装着時における腰部分の筋活動を分析するために、2つの筋活動セン
サーを背⾻の両側に2cmずつ設置します。
そして、試験者に床から荷物を拾って、それを作業台の上に置いてもらい、分析します。

下記のグラフの通り、試験者はJapetを装着することで、腰部分の筋活動が維持され、筋
活動のピークが減少することが分かります。
以上より、Japet装着時は、試験者の腰部分の負荷が軽減されていることが分かります。
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⽬的

⽅法

結果

Japet装着時における可動領域および姿勢に
ついて分析します。

12個のセンサーを⽤いて、作業中の姿勢を
測定します。また作業者は、Japet装着時
と未装着時で同じ動作を⾏います。

右記のグラフの通り、前後左右の動きにお
いて、Japetを装着しても、作業者の可動
領域は維持されることがわかりました。
また、腰に負荷のかかる姿勢の場合は可動
領域を減少させ、未装着時に⽐べて、その
姿勢になるリスクを約3分の2減少させるこ
とが出来ます。
以上より、Japet装着時でも可動領域は維
持され、腰に負荷のかかる姿勢は、未装着
時に⽐べて回避出来ていることが分かりま
す。

Japet 装着時の可動領域および姿勢の分析Data-5
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