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1. はじめに
我々は家政学・生活科学の学問分野と情報学・ロボ

ティクスの学問分野の融合による新しい学問領域の構

築を目指している．家政学・生活科学の分野では衣環

境として被服構成，衣服材料，被服管理分に関する課

題が研究されている本報告ではこれら 2つの分野の融

合により生じる新たな研究領域について議論し，特に

情報学・ロボティクス分野からの貢献のありかたにつ

いて提案する．

2. ロボット研究分野における衣服の扱い
ロボティクス分野においては (1)ロボット自身が衣

服を着る研究，(2)ロボットが衣服を扱う研究，(3)ロ

ボットが人の着衣を支援する研究が存在する．

ロボット自身が衣服を着る研究の例では，導電性ファ

ブリックを用いて触覚センサとなる服を作りロボット

に着せるもの [1]や，防水スーツ生地手袋を使いキッチ

ンの水周りタスクを実現するもの [2]，ロボットが衣服

を扱う研究の例ではタオル畳み [3]、あるいは衣服の認

識アルゴリズム [4]を開発するものロボットが人の着衣

を支援する研究の例ではズボンの着衣支援 [5]や、シャ

ツの着衣支援 [6]の研究がある．

3. 家政学・生活科学研究分野における衣環境
一方，家政学・生活科学研究分野における衣環境研究

では，被服構成，衣服材料，被服管理分野の研究がな

されてきており，特に前者の２つでは個人性がますま

す重視される現代を踏まえ、一人ひとりの所有者に適

切に適応するような被服への機能性の付加が材料，構

成の両面から考えられてきている [7]．

4. 生活創政支援学における衣領域研究課題
ここまで見てきたようにロボット分野では衣服をオ

ブジェクトとして扱うものの，それを着るヒト自身や，

一人ひとりの所有者の生活背景まで踏み込んだ視点は

なかった．一方，家政学・生活科学分野では高度な知

的自動機械の導入や情報処理といった道具は利用され

てきていない．これらの２つの学問分野を背景に以下

のような被服の製作と利用に関する新たな研究領域の

提案が可能になる．これは従来の被服学では実現が難

しかった事柄を情報学とロボット学との融合によって

解決していこうとするものであり，その結果としてロ

図 1 家政学・生活科学と情報学・ロボティクスの融合
による衣環境の新展開

ボティクスの高度化に質するものである．具体的には

以下のような研究課題について検討している．

4·1 人の形状を測る研究（被服学＋情報学）

被服の形状デザインは現状では標準体型モデル（ボ

ディ）に依存している物が一般的であり，様々な姿勢、

様々な年代の人の形状を高精度で計測できる手法が確

立されればデザインの幅を広げることが可能になる．例

えば, 文献 [8]では運動時のフィット性を高める下半身

ボディの設計を行い，新しいカテゴリのウェア開発の

提案している．このような分野については，ロボティ

クスや実世界情報処理分野で追求されてきた三次元再

構成技術，人の運動学動力学モデリング技術が貢献で

きる (例えば [9])上に，近年発展が著しい人のモーショ

ントラッキング技術が多いに役に立つであろう．さら

に，そのようにして得た大量の人形状情報を整理し知

識化する手法の研究への展開も期待である．

図 2人の体型モデルフィッティング技術（[9]より）



4·2 機能性布帛の研究（被服学＋情報学＋ロボット学）

家政学・生活科学研究分野における衣服材料研究で

は，デザイン性，機能性等様々な観点から布帛（ふは

く）の研究がなされてきているが，特にロボティクス

の観点からは人体形状センサや，血流や皮膚温などの

人体センサとしての機能，それらの情報を保持できる

メモリ機能の実現に興味を持つが，これらの機能をもっ

た衣服材料による新しい衣服の実現など人の衣服への

展開も多いに期待される．

4·3 着衣補助の自動化の研究（被服学＋ロボット学）

ロボティクス技術を援用し布を扱うことができる自

動機械の導入が可能になる．例えば，文献 [3]ではタオ

ルを畳んで棚にしまう行動が試行されているが，これ

は開発者が予め実験に利用するタオルを対象としてプ

ログラムを組んでいる．一方，家政学・生活科学研究

分野における知見に基づくと，一人一人の対象者（こ

こではタオルの利用者）に適応した行動を実現する必

要があることが分かる．同様に着衣支援を考えれば一

人一人の対象者に適応した着衣の補助を行うため研究

の展開が必要になる．

さらに前節の研究によりセンサにもメモリにもなる

機能性布帛が実現できれば，ここから各種情報を取得

し自動機械の行動に生かすことができるロボット知能

の研究展開が可能になる.

図 3ロボットによるタオル畳み行動の例

5. おわりに
我々は家政学・生活科学の学問分野と情報学・ロボ

ティクスの学問分野の融合による新しい学問領域の構

築を目指しているが，本稿では特に衣環境における融

合分野について議論を勧めた．結論として被服学，情

報学，ロボット学の融合により人の形状を測る研究、機

能性布帛の研究、着衣補助の自動化の研究を押し進め，

一人ひとりの身体形状、身体機能、感覚機能に適応す

る機能を被服に付加し新しい衣環境を実現すると共に，

ロボット衣服の高機能化を進めより知的行動を実現す

るための基盤外装を確立する予定である．
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